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ものづくりに創造と笑顔を
MISSION

Photo: courtesy of WorldSkills International

ムダを省くことで時間を創出し、より創造性のあるものづくりができるように。

より良い製品が生まれることで、多くのユーザーが笑顔になるように。

これが、我々が目指す製造業の姿です。



アジェンダ

本資料は3部構成です。2・3はご利用ユーザーさま向けの内容です。
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1 meviyのソリューション
製造業の現状、meviy概要、特徴、利用メリット、活用事例、実績など

2 meviyのプロダクト詳細
サービスラインナップと仕様、材質、表面処理、サイズ、製作事例など

3 meviyの操作ガイド
操作ガイド（4ステップ）と各種機能など

※ご利用ユーザーさま向け

※ご利用ユーザーさま向け
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1 2 3
少子高齢化による人手不

足と、働き方改革による

時間不足で総労働時間は

減少。

「量」から「質」への転

換が求められる。

プロダクトライフサイ

クルの短期化による開

発サイクル短縮と、製

品の激しいコスト競争。

不確実性が高まる世界

で、時代の変化に柔軟

な対応が必要。

グローバリゼーション
と競争激化

労働人口が減少する中で

先進ツールを活用した労

働生産性の向上が必要だ

が、先進諸国に遅れを

取っている。

かつて上位だった労働生

産性水準も低迷。

人手不足・時間不足 IT活用の遅れ

日本国内の企業が市場で勝ち抜くためには、

DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進が必要不可欠。

日本の製造業が直面する現状・課題

少子高齢化により総労働時間は減少。競争激化する市場で、生産性向上が急務。

製造業の課題



製造業のDXを阻む構造的問題

デジタル技術が進化する中で、調達領域が生産性向上のボトルネックに。
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設計 製造 販売調達

CAD

CAE

自働化
ロボット

Eコマース紙図面

デジタル化による生産性向上

製造業DXを阻む原因



調達現場の実情＝時間の“三重苦”

部品点数1,500点の場合、部品調達にトータル時間 1,000時間（125日）を費やす。
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見積もり
の手間

待ち時間

FAX/枚＝25時間
納期（2週間）＝112時間

作図の
手間

30分/枚＝750時間
×1,500枚

見積もり待ち（1週間）＝56時間

×1,500枚

部品点数1,500

168時間

紙の図面

調達現場の実情



ミスミが仕掛ける製造業DX （メビー）

設計データをアップロード、1分見積もり、最短1日目出荷。
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顧客側の革新
顧客

33万社 AI自動見積もり

生産側の革新

デジタルものづくり

最短1日目出荷

出典：DMG森精機株式会社

3Dデータ
アップロード

1分 価格・納期回答

製造プログラムを

自動生成

meviy概要

https://www.youtube.com/watch?v=pM-oN-vs1wY&feature=youtu.be
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2D作図・検図・修正

見積先選定・相見積
・回答待ち時間



の圧倒的な時間創出
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3D設計 2次元図面の作図 見積もり 製造

1,500点×30分 112時間750時間

3D設計 meviy
で設定

製
造

8時間70時間

1,500点×3分

約1,000時間
約80時間

92%時間創出

80時間

部品点数1,500点の設備の部品調達をする場合・・・

meviyのご利用効果



は、ものづくりの時間ロスを削減します。
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製作できない形状の場合、

わかりやすい解説と共に

設計変更を提案。

製作可否を事前確認

3Dデータをメビーに入れるだけで

瞬時に見積もりと納期を表示。

3Dデータから加工プログラムを自動

で生成。受注と同時に製作を開始。

3Dデータまとめて
1分見積もり

最短1日目出荷

1 2 3

meviyの特徴



独自開発した を支える2つの革新
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※特許取得済

⚫ 価格計算アルゴリズム

⚫ 形状認識エンジン

設計データから必要な加工技術・価格・納期を計

算し、瞬時に見積結果を回答します。

設計データから形状を読み取り、AIが製作可否を

判断。製作できない場合、理由と改善策を自動提

案します。

⚫ デジタルマニュファクチャリングシステム

100万行超の製造パラメーターを定義することで、

設計データから製造プログラムの自動生成が可能

になりました。

これにより、低コスト・短納期（最短1日目出荷）

で商品をお届けします。

1 2

AI自動見積もり デジタルものづくり

meviyのテクノロジー
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板金加工・レーザー・打ち抜き・曲げ

納期：最短1日目出荷（標準3日目）～ 納期：最短1日目出荷（標準6日目）～

生産設備・装置・治具部品向け

切削加工（角物・丸物）

マシニング加工

用途に合わせて選べる2つのサービスラインナップ

サービスラインナップ

板金加工

納期：標準6日目出荷～

旋盤加工
マシニング加工・ワイヤー加工

※溶接は未対応

自由形状を含めた試作品向け



継続した進化を実施

より良いサービスを目指し、今後もお客さまのご要望からサービスを進化させます。
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UI・機能向上

商品拡大

納期選択

・各種機能追加、速度改善、CAD対応

・切削丸物、幾何公差など大玉リリース

・継続した納期短縮に加えて、長納期低価格
サービスなど幅広い選択肢をご用意

サービス進化
3本の矢

トップ画面リニューアル

短納期サービス範囲拡張

20個以上／年

新商品、材質などをリリース

サービスの進化

・サイズ拡大、表面処理追加、材質追加



2022年リリース情報
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2022年1月

樹脂材の豊富な選択肢

トップ画面リニューアル

2022年4月

2022年7月

長納期低価格サービス登場

2022年9月

2022年10月～12月

切削丸物、幾何公差リリース

✓ 各種CAD最新バージョン対応
✓ リニューアルに伴う８つの機能改善

穴属性から穴タイプを自動認識

サービスの進化（2022年）

赤：切削

青：板金

灰：その他

文字の色

※クリックすると詳細が確認できます。

✓ 切削樹脂プレート6種類追加
✓ 板金短納期出荷の範囲拡大
✓ iCAD SX V8L2ネイティブフォーマット対応

✓ 品質変わらず価格30％OFF
（長納期低価格サービス）

✓ 切削も1日目出荷！超短納期サービス

✓ 穴コマンドから穴属性情報を自動認識
（iCAD SX/SOLIDWORKS限定）

meviy RP
プロトラブズ社日本市場撤退による変更

✓ 切削丸物リリース！
✓ 切削幾何公差品リリース！
✓ 切削小径公差穴アルマイト処理
✓ 板金「ナット取付」が選択可能に

https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/32213/
https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/32077/
https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/26175/
https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/25961/
https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/31524/
https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/33203/
https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/33203/
https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/33618/
https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/32974/
https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/32974/
https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/33545/
https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/35063/
https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/34349/
https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/34863/
https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/34343/


トヨタ自動車さまとの共同開発（オープンイノベーション）
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出所：Yahooニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/948dd0e02e416dde7562bf5ebdb3ff3bf6bb0fdd

サービスの進化（共同開発）



ヤマザキマザックさまとの共同開発（オープンイノベーション）
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サービスの進化（共同開発）



活用事例
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株式会社デンソー
生産技術部 生産システム技開室
物流システム革新課
小原基央さま

工数削減によるコスト低減

“ すべて2D図面にするとしたら、年間でおよそ200時間かかります。仮に1

時間当たりの作業費用を1万円としてコスト換算すると、年間で200万円。

meviy導入で、その分のコストをまるまる削減していることになります。” 

- 小原さま

・ 2D作図不要により、1人当たり年間200万円のコストを削減

・ 製作可否即時判定による手待ち・手戻りの最小化を実現

活用効果

第43回（2015年）
技能五輪国際大会 金メダル

Photo: courtesy of WorldSkills International

次世代型AGVの開発段階での設計品質の向上（現地現物で確認

する時間創出）と、2D作図および見積作業の業務負荷が課題。

活用事例 1/4

自動車業界

https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/19958/


活用事例
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パナソニック株式会社
インダストリアルソリューションズ社
メカトロニクス事業部 生産技術センター
岡山陽さま、 久保高彦さま

図面化に要する時間と手間の削減

“ 通常、ばらし作業には2日かかりますが、部品50点のうち半分の25点を

meviyで対応できると丸1日は短縮できます。部品図をおこす際のミスが

なくなり、精度もスピードも大幅に向上しました。” 

- 岡山さま

・ 3Dの設計データで見積もりが得られ、大幅な効率化を実現

・ 創造のための時間創出により、設計品質が向上

活用効果

設計した加工品を見積もるための2D作図に多くの時間を費や

しており、業務効率化が課題。

活用事例 2/4

電気電子業界

https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/12160/


活用事例
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株式会社リコー
産業プロダクツ事業本部 産業システム事業部
産業コンポーネント事業室
NR技術グループ システム開発チーム
北原拓さま、 鬼山敬弘さま

部品調達の効率化で開発サイクルが加速

“ 試作のサイクルが早まり 「ちょっとやってみようかな！」

という積極的な姿勢は確実に多くなってきています。 ”

- 北原さま

・ 3Dの設計データだけで見積もりと製作可否が判断でき、手間削減

・ 同じ期間で2～3回開発サイクルが実施でき、品質が向上

活用効果

試作品の開発にあたり、3Dで設計したあと、見積もり・発注の

ために 2D図面を作成する作業の手間が課題。

活用事例 3/4

金属・機械部品業界

https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/10526/


活用事例
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ユニプレス株式会社
生産技術開発センター
組立・溶接生産技術グループ
和田将さま、 茂木悠佑さま

海外からの部品調達の手間削減

“イギリスから急を要する設備の改造依頼があったときに、meviyで作

成した改造部品の型番を海外の拠点に知らせることで、現地で部品を取

り寄せることができました。”

- 茂木さま

・ 2D図面の出力枚数を削減し、ペーパーレスに貢献

・ 型番共有でグローバル展開時のリードタイム削減

活用効果

社内のペーパーレス化活動への取り組みと、グローバル展開

におけるスピーディな対応が課題。

活用事例 4/4

金属・機械部品業界

https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/9315/


DXで時間を「創出」し、

ものづくりの創造力を「開放」します。
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部品調達コストを削減

最短1日目出荷

図面不要

1分見積もり

設計者、購買担当の

手間を大幅に削減

納品までの時間を短縮

1

2

3

お客さまメリット

デジタルを活用し

業務やプロセス
を変革

生産性向上と

競争優位の確立

DXの実現

meviyで実現するDX



導入企業さま
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輸送

実績①導入企業

トヨタ自動車株式会社

スズキ株式会社

マツダ株式会社

本田技研工業株式会社

日産自動車株式会社

電気・電子 金属・機械・その他

ヤマハ発動機株式会社

パナソニック株式会社

アルプス電気株式会社

三菱電機株式会社

ソニー株式会社

TDK株式会社

キヤノン株式会社

ユニプレス株式会社

株式会社リコー

株式会社アイシン

株式会社デンソー

京セラ株式会社

・・・他多数・・・他多数

東京大学

・・・他多数



ご利用実績とお客さまの声（動画）

90,000ユーザーを超えるお客さまが
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2022年2021年2020年2019年2018年

meviy FA

アップロード点数

9,000,000
ご利用ユーザー数

90,000

による時間創出を体感。

実績②ご利用実績推移

お客さま事例

https://www.youtube.com/watch?v=m0ttMm2b6HM


国内で圧倒的シェアＮo.１
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はオンライン機械部品調達サービスでユーザーシェアNo.1を獲得。

実績③シェアNO1

テクノ・システム・リサーチ調べ（2021年1月）
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の受賞実績 製造業DXをけん引するサービスとして、
産業界から高い評価をいただきました。

（2023年2月末時点）

実績④受賞実績

２０２３年１月

第９回 ものづくり日本大賞
内閣総理大臣賞受賞



のメディア掲載実績
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meviyの取り組みを多数のメディアで取り上げていただきました。

実績⑤メディア掲載実績
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meviyすげぇ…CADでモデリングしたやつが数秒で見積
もり出て即日加工、即日出荷ってバケモンじゃん。

MISUMI meviyは表面処理もお願いできるのが素敵。加
工屋さんに納期のネゴする必要もないし、精度が必要
じゃないなら部品買う感覚で便利。ああ、素敵。

スゴイ！meviyは製造業のデジタル化において圧倒的だ
と感じます。つよつよ過ぎて、日本のスタートアップが
この領域に参入しづらいくらいw

meviy使ったことあるけど快適すぎて笑った。

ミスミのmeviyがマジで便利！これ革命だよ。
板金が簡単に安く早く作れる。
こんな時代が今まであったか？

一品の治具でmeviyがダントツ楽ちん。

SNSの声（口コミ）

SNSの口コミ



各種情報のご案内
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https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/

◼ meviy information

meviyの新機能・新商品情報や
製造業のプロフェッショナル連載を配信

◼ SNS

https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/26253/

https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/12735/

◼ meviyの記事

各種情報

https://www.facebook.com/meviy.misumi/

https://twitter.com/misumi_meviy

https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/
https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/26253/
https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/12735/
https://www.facebook.com/meviy.misumi/
https://twitter.com/misumi_meviy


ソフトウェアのインストール不要
アカウント発行後、すぐにご利用いただけます。
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STEP 1 STEP 2 STEP 3

見
積
確
認
・
注
文

アカウント取得 データアップロード 条件設定

ログイン

サービスの使い方



よくあるご質問
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インストールは不要。対応ブラウザ
（ Google Chrome・ Microsoft Edge）から
ご利用いただけます。

利用するにあたってソフトのインストール
は発生しますか？

見積もりは無料です。何度でもお気軽にご
利用いただけます。

見積もりは無料ですか？

はい。基本的に24時間365日（※）ご利用い
ただけます。
※システムアップデートなどのメンテナンスで停止する場合が
ございますので、あらかじめご了承ください。

ミスミの営業時間外でも見積もりできます
か？

購入可能です。meviy画面内で型番発行す
れば、標準品と同じように注文が可能です。

ミスミでの注文は商社を介しているが、
meviy部品も注文は可能でしょうか？

よくあるご質問



顧客満足度調査の結果、

90%が時間短縮を実感、93%が品質に満足いただいています。

3131

「meviy（メビー）」をご利用いただいたお客さまに定期的にアンケートを実施しています。

見積もりや注文をしたお客さまより、時間短縮ができた、納期は遵守できていた、高品質であったなど、高い評価を得ています。
※顧客満足度アンケート（2019年自社調査） 、納期遵守率（2020年4月～9月実績）より

90.5% 99.9% 93.3%

設計・調達時間が

短縮した

指定日に遅れず
到着した

想定通りの

品質だった

顧客満足度の調査結果



設計データはしっかり守られています。
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2

3

1 データアップロード時に通信は暗号化され、データ漏洩を防ぎます。

外部からの侵入は許可せずデータを守ります。

ユーザー間でのデータアクセスはできません。

その他の主なセキュリティ対策措置

第3者機関によるセキュリティ脆弱性診断を年1～2回実施。サーバ不正侵入、データ漏洩など深刻な指
摘事項なし。OS、ミドルウェアなど、定期的にセキュリティパッチ適用の必要性を判断し、パッチ当
てを実施。システムへのログインパスワードは、4～15文字、英数両方を含む文字列を設定可。
ログインIDと同じ文字列は不可。

セキュリティ体制



持続的な社会の実現へ

事業成長と社会貢献を同時に実現します。

33

紙の削減
E（環境）

S（社会）

G（統治）

時間創出

図面不要、需要・供給双方で膨大な紙資源の削減

人手不足解消

データ管理 管理強化

最適化提案 技術向上・継承

カーボンニュートラル

膨大な時間の創出、産業が抱える人手不足・時間不足への打開策

紙からデータへ、セキュリティ向上、管理業務からの解放

AIによるリコメンドで設計力向上、業界全体の技術継承の仕組みとして機能

ESG
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TEL: 0120-343-626
受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く） 9:00～18:00

の使い方／説明会の開催などお気軽にお問い合わせください。

https://pages.jp.meviy.misumi-ec.com/ask/WEBフォーム

https://pages.jp.meviy.misumi-ec.com/ask/


会社紹介
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商号 株式会社ミスミグループ本社

設立 1963年2月23日

所在地 ※ 東京都千代田区九段南1丁目6番5号 九段会館テラス

資本金 13,664百万円（2022年3月31日時点）

事業内容
グループの経営戦略立案や管理ならびにそれらに付随する
グループ経営に必要な機能を有する

URL https://www.misumi.co.jp/

※ 2023年2月に飯田橋から本社移転
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2 meviyのプロダクト紹介

ご利用ユーザーさま向け

サービスラインナップ P37

meviy FA 板金加工 P38

meviy FA 切削角物 P44

meviy FA 切削丸物 P50

見積もりできないとき P58

品質保証 P59

meviy RP P64

主な目次

（メビー）



meviy FA サービスラインナップ
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切削（角物）

マシニング加工

納期：最短1日目出荷（標準6日目）～

板金加工

板金加工、レーザー、打ち抜き、曲げ

納期：最短1日目出荷（標準3日目）～

※溶接は未対応

二次電池電極部アセンブリ&検査工程アーク溶接治具

生産設備・装置・治具部品向け

切削（丸物）

旋盤、マシニング、ワイヤー加工

納期：標準6日目出荷～

2022年12月切削丸物サービス開始

https://www.youtube.com/watch?v=Q2o3n7ym4-w
https://youtu.be/_EieVGbJSbI


板金加工

38



板金の対象商品

39

保有設備 製作可能

レーザー加工機

プレスブレーキ

パンチ・レーザー複合機

ストレート穴 長穴 角穴

タップ穴 ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞﾀｯﾌﾟ 皿穴ﾟ

主な形状例 穴加工

製作不可

ヘミング曲げ 溶接

× 板厚が違う

内R=0

板厚＝1.2

外R＝1.2

モデリングの注意事項

①板厚は一定でモデリング

②曲げの内Ｒは0以上板厚以下
外Ｒは内Ｒ＋板厚

追加予定

溶接箱形状

保有設備、製作可能（不可）形状・穴加工
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塗装色（14色）

・表面処理なし： 3 日目

・表面処理あり： 5 日目～

・シムプレート： 2 日目

出荷日数単位(mm)

板金の対象商品

材質、寸法、出荷日数（鉄、SUS、アルミ）

※1 シム用材質・透明樹脂を除き、板厚公差は±10%が目安となります。
※2 曲げの形状によって上下限寸法に制限があります。
※3 表面処理によって縦横高さ上限寸法が異なります。

詳細は「別表」をご確認ください。
※4    前処理材の為、加工面にはメッキがのりません。
※5 シムプレート系の材質は平板部品のみでご利用いただけます。

詳細は「薄板・シムプレートの対象範囲」をご確認ください。
※6 保護シート（片面のみ）が貼付けされています。
※7 ヘアライン方向は「ヘアライン方向について」をご確認ください。
※8 アルマイト(つや消し黒)は切り起こし形状非対応となります。

※3

※3

※3

※3

※3 ※3

※2
※1

※4

※4

※5

※5

※8

※6 ※7

※6

※材質などによっては納期選択サービス

をご利用いただけます。

https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/shm_shape-material/3646/
https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/shm_shape-material/3699/
https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/shm_conditions/10380/


板金の対象商品

材質、寸法、出荷日数（透明樹脂、パンチングメタル）

41

●透明樹脂

・表面処理なし： 3 日目

・表面処理あり： 5 日目～

出荷日数

単位(mm)

単位(mm)

※4 ※5

※2

※1 平板部品のみでご利用いただけます。
詳細は「透明樹脂の対象範囲」をご確認ください。

※2 目安値であり保証値ではありません。
※3 板厚公差は板厚3.0のとき±0.2、5.0のとき±0.3となります。
※4 シム用材質・透明樹脂を除き、板厚公差は±10%が目安となります。
※5 曲げの形状によって上下限寸法に制限があります。
※6 孔径、孔ピッチの規格については下図を参照ください。

ただし孔ピッチ方向は任意となります。

※6

※1

●パンチングメタル材

※3

※材質などによっては納期選択サービスを

ご利用いただけます。

https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/shm_shape-material/3697/


板金｜よく利用される部品

ブラケット・カバーなど生産現場で使われる各種部品

42

ｚ
ｚ

L曲げブラケット Z曲げブラケット ステー

コの字レール

ジョイント
ブラケット

ワークステージ スイッチドグ 板ばね円形シム ラチェット
（歯止め）

チャック自由形状シム

センサーカバースイッチカバー

取付板・ブラケット（センサー・シリンダーなど） 各種カバー

透明樹脂カバー

シムプレート その他

配線ボックス

塗装カバー特殊形状
ブラケット



板金の製作事例

43



切削角物

44



切削角物の対象商品

保有設備、製作可能（不可）形状・穴加工

45

保有設備・工具

ワークの各面に対して
垂直方向からの加工が
可能

縦型3軸MC

ドリル、タップﾟ
フラットエンドミル
リーマ、面取りカッター

製作不可

製作可能

主な形状例 穴加工

ｽﾄﾚｰﾄ穴

長穴

タップ

ザグリ長穴

皿穴

曲面形状 ワイヤー放電
型彫放電

斜面、斜穴
5軸加工

ザグリ穴

モデリングの注意事項

コーナーＲ

クローズポケットの
コーナーにはRを付加

追加予定



切削角物の対象商品

材質、寸法、出荷日数（鉄、SUS、アルミ）

46

左表に加えて、鉄、SUS、アルミで、

板厚（Z寸）が 3mm～5mm未満の場合、

以下、薄板規格の自動見積可能サイズとなります。

・表面処理なし： 6 日目～

・表面処理あり： 8 日目～

出荷日数

* 吊り穴

● 薄板規格（3mm≦Z＜5mm）
単位(mm)

形状・サイズによっては表面処理用の吊り穴

が必要です。吊り穴については設計ガイドラ

インをご確認ください。

各アルマイトに関しては、表示される同意事

項に同意していただける場合は不要です。

（ただしワイヤー跡がつく場合があります）

*

※材質などによっては納期選択サービスをご利用いただけます。



出荷日数

切削角物の対象商品

材質、寸法、出荷日数（樹脂、ミガキ材フラットバー）

47

※ 樹脂材指定可能な精度範囲：IT7級/±0.05～

フラットバーは、面取りと穴形状のみ（ポケット形状は不可）が対象です。

ブロック材での加工と比べて加工工数が減らせるため、低コストに部品を調

達できます。各材質の対応サイズ詳細は弊社HPにてご確認ください。

・樹脂材： 6 日目

出荷日数

単位(mm) 単位(mm)●樹脂 ●ミガキ材フラットバー

・表面処理なし： 6 日目

・表面処理あり： 8 日目
※材質などによっては納期選択サービスをご利用いただけます。

https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/mpb_shape-material/3420/


切削角物｜よく利用される部品

生産設備・治具などで使用されるノンコア領域の部品

48

モーターブラケット T型ブラケット ケーブル通し用
ポケット付きリブ

スペーサー
ブロック

スライドガイド用
ベースプレート

ジョイント
ブロック

スライドガイド用
レール

ワークガイド キャッチャー 位置止めプレート

シャフトエンド
プレート

シャフトホルダ
リニア下面取付

取付板・ブラケット

スライドガイド関連

取付ブロック

ベアリングホルダ
T型スルーホール

位置決め・治具関連

ベアリング・シャフトホルダ

ｚ
ｚ

リンクアーム樹脂ガイドレール 複数加工プレートベースプレート

L型樹脂
ブラケット



切削の製作事例

49



切削丸物

50



切削丸物の対象商品

保有設備、製作可能（不可）形状

51

保有設備

旋盤加工
マシニング加工
ワイヤー加工

製作不可

製作可能

主な形状例

丸物として認識させるには

切削サービスでは、丸物形状と角物形
状の自動判定を実施しています。

マシニング・ワイヤー加工
は2023年3月に自動見積対
応予定です。

それまでは担当者見積もり
（最短2時間以内回答）
でお受けしています。

最外径に円筒部があれば丸物として認
識されます。

丸物と認識 角物と認識

詳細は技術ページを参照ください。

https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/tup_guideline/12594/


切削丸物の対象商品（鉄・鋼）
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切削丸物の対象商品（アルミニウム）
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切削丸物の対象商品（ステンレス）
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切削丸物の対象商品（樹脂）
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切削丸物の対応サイズと加算日数

※左表の水色部が自動見積対応領域となります。

※300＜L≦1000は

S45C,SS400,SUS303,SUS304,SUS316のみ

対象となります。

出荷日数

・表面処理なし： 6 日目～

・表面処理あり： 8 日目～

56



切削丸物｜よく利用される部品

いままでカタログで選べなかった軸径・形状の部品にも対応

57

メネジ回転軸 オネジ回転軸 シャフト止め輪溝 焼き入れシャフト

シャフトホルダー
（キー溝タイプ）

駆動軸

無給油ブッシュ
ホルダー

（フランジタイプ）

位置決め
樹脂ボルト止め

樹脂段付き
位置決めピン

ガイドピン

焼き入れカラーツバ付きカラー

回転軸・駆動軸・シャフト

ホルダー関連

（軸径50Φ以上にも対応）

丸穴ワッシャ

位置決めピン・その他

ワッシャ・カラー

ｚ
ｚ

ストッパピン樹脂ブッシュ 支柱ピン
（高さ調整ピン）

ヒンジピン

多段付き回転軸



見積もりできないときには

meviyが見積もりできない理由、修正案を提示します。

●見積もりできない理由の確認方法

1. ツリービューに赤字で見積もりできない理由

が表示されます。

2. 赤字にカーソルを合わせると詳細を確認できます。

クリックすると修正案が提示されます。 修正方法のご紹介

修正箇所がその場で分かるので、手戻りによる時間のロスを解消できます。

58

https://www.youtube.com/watch?v=aF8TcvBDzWk


安心の品質保証体制

59

● ミスミ基準の品質監査をクリアした内製工場、協力工場にて製作

2014年
GOOD FACTORY賞受賞

99.96％

良品率

● 全案件検査のうえ出荷

1963年の創業以来、カタログ販売を通じて培ったミスミの品質保証。

駿河生産プラットフォーム
（内製工場）

https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/shm_conditions/3459/
https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/mpb_conditions/3338/


切削角物の品質管理

60

【検査項目】

・外観検査：傷、打痕、ムラ、表面処理状態（目視）

・寸法確認： viewer表示寸法（ノギス、マイクロ、ねじ・栓ゲージ）

・検査タイミング：各工程、出荷前検査

【外観の品質保証範囲】
表面

・ 爪がかからない、かつドットゲージで0.7mm以下の傷を保証します。

・ 代表面粗さ √Ra6.3【√Rz25】

・ 材質、サイズによっては素材面（磨き・圧延）で出荷する場合があります。

・ 面加工指定がある場合は、追加工指示入力欄にご記入ください。

表面処理

・ 小径精度穴などは膜厚管理が難しいため、処理後に追加工する場合があり、

それにより切削面に表面処理が残らない場合があります。

・ 穴にはマスキングすることがあるため、穴の内側は表面処理が残らない場合があります。

・ 表面処理の吊り痕・電極接点痕が製品に残る場合があります。

寸法検査
公差部はマイクロメータを使用

ねじ・栓ゲージ検査
通り、止まり両方で検査

表面処理の吊り痕・電極接点痕

アルマイト黒 アルマイト白吊り方法イメージ

【寸法保証範囲】

角部の面取り

指示なし穴の口元面取り

・穴（キリ穴・タップ・精度穴）の口元の面取りはC0.1~0.5mm以下となります。

・角部・隅部がピン角または0.5mm以下のモデルは、角部

C0.1mm~0.5mm以下、隅部R0.5mm以下となります。

角部の面取り 指示なし穴の口元面取り

※本ページの記載内容は一部変更になる可能性があります。最新情報は技術ページを参照ください。

https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/mpb_conditions/4965/


切削丸物の品質管理
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【検査項目】

・外観検査：傷、打痕、ムラ、表面処理状態（目視）

・寸法確認： viewer表示寸法（ノギス、マイクロ、ねじ・栓ゲージなど）

・検査タイミング：各工程、出荷前検査

【品質保証範囲】
旋削面（外径）・旋削面（内径）・フライス面

・ 爪がかからない、かつドットゲージで0.7mm以下の傷を保証します。

・ 代表面粗さ √Ra6.3【√Rz25】

・ 材質、サイズによっては素材面（磨き・圧延）で出荷する場合があります。

・フライス面はカッターマークが残る場合がありますが、ご指定はできません。

表面処理品質基準

・電気メッキを実施する際には接点確保のため、右図①～⑤の様な形状が最低1つ必要です。

・小径精度穴等は膜厚管理が難しいため、処理後に追加工する場合があり、それにより切削面

に表面処理が残らない場合があります。

・穴にはマスキングすることがあるため、穴の内側は表面処理が残らない場合があります。

・表面処理の吊り痕・電極接点痕が製品に残る場合があります。

内径寸法公差検査

電気メッキの接点確保

※本ページの記載内容は一部変更になる可能性があります。最新情報は技術ページを参照ください。

外径寸法公差検査 長さ寸法公差検査 はめあい公差検査

おねじ・めねじ検査 外観検査

焼き入れ品質基準

・焼入れ後に表面の汚れを落とすため、ブラスト処理を実施します。処理による精度変化はありません。

・ブラスト種類（サンドブラスト・ショットブラスト）の指定はできません。

・外径、内径に公差が入っている場合には、仕上げ工程で研削加工が入るケースがあります。

その際には、外観が変わりますことご承知おきください。

・研磨指示をしていただくことはできません。精度保証の観点で工場にて判断して実施します。

https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/tup_conditions/13356/


板金の品質管理
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【検査項目】
・外観検査：傷、打痕、ムラ、塗装状態、表面処理状態（目視）

・寸法確認： viewer表示寸法（デジタルノギス、角度測定器）

・検査タイミング：各工程や出荷前検査

【外観の品質保証範囲】
表面

・体裁面は、爪がかかる傷がないこと。

体裁面でない面は、加工上の傷が入ることがあります。

加工部（抜き、曲げ）

曲げによる傷塗装時の吊り治具痕 曲げによる膨らみ（コブ）

検査風景① 検査風景②

・ 抜き加工時に発生する0.1mmを超えるバリ・カエリは、除去します。

※糸面取りやC面取りにはなっていません。

・ 外形に面取りやフィレットが必要な場合は、モデリングしてください。

・ 加工方法によって、切断面の外観は異なりますのでご留意ください。

・ 塗装時の吊り治具痕が残ることがあります。

・ 曲げ加工時に金型による加工跡が残ります。

※SUS304 #400材は、体裁面に保護シートをつけ、傷を抑止しています。

・ 曲げ加工時に曲げ部の両側に板厚の15％程度の膨らみ（コブ）ができます。

【厚板（板厚10㎜超）の商品外観注意点】

SUS304（No.1）
板厚12㎜

SS400
板厚16㎜

穴内部の凹凸
裏面の

穴形状崩れ

切断面

穴加工部

・ レーザー切断による焼け跡が目立つことがあります。

・ 穴内部に凹凸が生じることがあります。

また商品裏面から見た場合、穴の形状が多少崩れていることがあります。

※いずれの場合でも公差は規格値内となります。

※本ページの記載内容は一部変更になる可能性があります。最新情報は技術ページを参照ください。

https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/shm_conditions/4879/


板金の品質管理（シム、透明樹脂、ナット取付製品）
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【板金・シムプレートの寸法保証範囲】

一般公差：JIS B 0408 B級（板厚10㎜以下）、C級（板厚10㎜超）

・ 塗装をご指定された場合、生地状態での保証となります。

※タップ穴はマスキングした上で塗装します。

・ 許容寸法公差が適用される箇所は、同じ面の穴間や曲げによって隣接した

端面・垂直面との寸法に限ります。

※隣接していない面にある（複数の曲げ加工部をまたぐ）穴間・穴－端面の

寸法については、許容寸法公差は適用されません。

【透明樹脂の寸法保証範囲】

加工寸法の普通許容差

透明樹脂の寸法変化

透明樹脂のR

・ 外形の許容差は、±1.0となります。

その他箇所の許容差は技術ページをご確認ください。

・ 温度や湿度による寸法変化については下記条件の元、精度保証します。

– 検査は温度管理された環境にて行っています。

– 精度保証は出荷時点の検査結果に基づきます。

・ モデルの内角がピン角またはR3未満のとき、加工R3程度がつきます。

・ 内角についてピン角 またはR3未満での仕上げをご希望の場合は、

meviyサポートに見積もりをご依頼ください。

※本ページの記載内容は一部変更になる可能性があります。最新情報は技術ページを参照ください。

【ナット取付製品の外観について】
ナット（圧入）の取付品

・ SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)およびSPCC(溶融亜鉛メッキ鋼板)は、ナット

取付により一部メッキ剝がれが起こる可能性があります。

・板端部付近のナット取付により、板端部が膨らむことがあります。

ナット（スポット溶接）の取付品

・鉄材質へのスポット溶接でのナット取付品は、やすり等を用いて焼け取りを

行います。擦過痕が入ることがあります。

・SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)およびSPCC(溶融亜鉛メッキ鋼板)は、ナット取付

により一部メッキ剝がれが起こる可能性があります。また、メッキ剥がれの原

因となるため、焼け取り研磨は実施しません。

・ステンレス材質へのスポット溶接でのナット取付品は、電解研磨にて焼け取り

を行います。仕上げ痕が残る可能性があります。

・ウェルドナットのプロジェクション部が溶出したものが出ることがありますが、

以下項目検査し締結性に問題ないことを確認します。

‐ボルトが通ること ‐突起部が板厚面より凸にならないこと

【ナット取付製品の強度保証について】
・ナット（圧入・スポット溶接）取付品の強度保証はしませんが、締結性に問

題ないことを確認のうえ出荷します。

https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/shm_conditions/4879/
https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/shm_conditions/4879/


（ラピッドプロトタイピング）
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ラピッドプロトタイピングの対象商品

保有設備、製作可能（不可）形状・穴加工

65

保有設備・工具

複雑形状や斜め穴も
加工が可能。

3軸MC／5軸MC

製作不可

製作可能

主な形状例 穴加工

ﾜｲﾔｰ放電／型彫放電 公差指定

Ｐｏｗｅｒｅｄ ｂｙ

加工できない箇所や加工R（コーナーR）、

薄肉箇所を見積もり時にPDFファイルでご確

認いただけます。

旋盤加工

マシニング加工

ハイライト部分は加工されずにそのまま残り

ます。薄肉箇所は、製作時に破れや形状が歪

む可能性があるため、事前にご確認ください。

複合旋盤加工機

旋盤加工＋マシニン
グ加工も可能。

ねじ指定

タップ ヘリサート穴

斜面、斜穴、5軸加工

ｽﾄﾚｰﾄ穴

モデリングの注意事項



ラピッドプロトタイピングの製作事例
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⚫ ヒートシンク

⚫ ロアアーム

⚫ ケース

加工方法 マシニング加工

参考納期 8日目出荷

材質 POMナチュラル白

表面処理 なし

加工方法 旋盤加工

参考納期 8日目出荷

材質 A7075

表面処理 なし

加工方法 旋盤加工

参考納期 8日目出荷

材質 SUS304

表面処理 なし

加工方法 マシニング加工

参考納期 8日目出荷

材質 A6082（A6061相当）

表面処理 軽いビーズブラスト

加工方法 マシニング加工

参考納期 8日目出荷

材質 A2024（A2017相当）

表面処理 なし

⚫ リンクアーム

⚫ フランジW100xD100xH20(mm)

W163xD158xH22(mm) W70xD70xH88(mm)

W70xD70xH25(mm)

W100xD100xH25(mm)



ラピッドプロトタイピング（マシニング加工）最大サイズ 1
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ラピッドプロトタイピング（マシニング加工）最大サイズ 2
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ラピッドプロトタイピング（旋盤加工）最大サイズ
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3 meviyの操作ガイド

ご利用ユーザーさま向け

ログイン・会員登録 P71

対応CAD・推奨動作環境 P72

meviy FA 操作ガイド P73

その他機能、ユーザー設定 P79

meviy RP 操作ガイド P81

主な目次

（メビー）



ログイン・会員登録

ミスミEC会員（無料）なら、今すぐにmeviyをご利用いただけます。

71

ミスミEC会員の方

meviy（メビー）のご利用には、ミスミ会員登録（無料）が

必要です。登録は簡単！ 登録後、すぐにmeviyをご利用いた

だけます。

ミスミ新規会員登録はこちら↓↓

登録無料！簡単登録！

ログイン

トップページ右上の「ログイン」をクリックし、

ログイン画面で、IDとパスワードを入力します。

（すでにミスミのeカタログまたはWOSにログインしている

場合、自動的にログインが行われます）

ログインして使ってみる↓↓

ミスミEC会員に未登録の方

https://jp.misumi-ec.com/contents/regist/

https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/login/

https://jp.misumi-ec.com/contents/regist/
https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/login/
https://www.youtube.com/watch?v=0U7WJ-ttht0


対応CADファイル形式・推奨動作環境

72

●推奨動作環境

・OS: Windows 10, Windows 11

・RAM: 8GB以上推奨
・ディスプレイ: 1,920 × 1,080以上推奨
・ブラウザ: Google Chrome, Microsoft Edge

※推奨環境以外では正常に表示・動作しない場合がございます。
※Google Chrome, Microsoft Edgeについては最新版をサポートしております。

●ネイティブフォーマット ●中間フォーマット

2022年12月更新



meviy FA 操作ガイド

73

注
文

STEP１ STEP２ STEP３ STEP４

3D CADデータを
アップロード

見積条件変更
（必要な場合のみ）

見積確定・
型番発行

公差・穴種の変更
（必要な場合のみ）

１ ２ ３ ４

製作可否
の

自動判定



meviy FA 操作ガイド①

74

3D CADデータをまとめてアップロード

3D CADデータをまとめて

ドラッグ＆ドロップ

または

を選択

2 3 をクリック

形状の認識に成功し自動で価格
が算出された状態。

1

１ ２ ３ ４

meviy FA ／meviy RPは上部のタブで

サービスを切り替えられます。

自動見積の対象範囲外だが、
meviyサポートに見積依頼がで
きる状態。



meviy FA 操作ガイド②
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見積条件変更（必要な場合のみ）

「基本情報」のタブを選択 材質、表面処理、数量、出荷日を変更する1 2

⚫ 材質 ⚫ 表面処理 ⚫ 数量

１ ２ ３ ４

⚫ 出荷日（納期選択サービス）

出荷日を標準の出荷日から、短納期、長納期に変更

することができます。



meviy FA 操作ガイド③
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公差・穴種の変更（必要な場合のみ）

寸法公差を設定する 穴種を設定する21

⚫ 3Dビューワー、もしくはツリービューから

変更する穴をダブルクリックして設定します。

⚫ 3Dビューワー、もしくはツリービューから

変更する寸法をダブルクリックして設定します。

外形公差±0.05mm

まで

はめ合い公差の指定も可能

１ ２ ３ ４



meviy FA 操作ガイド④
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１ ２ ３ ４

見積確定・型番発行

⚫ をクリックすると

部品がカートに追加されます。

※「同意事項を確認する」ボタンが表示された場合

破れや公差外れなどの可能性がある場合は、ツリービューに

黄文字のメッセージが表示されます。許容いただける場合は

「許容する」をクリックすると見積もりを確定できます。

パーツをカートへ追加（必要な場合のみ）21 価格・納期を確認し、型番を割り当てる

⚫ をクリック

し価格、納期を確認します。

⚫型番が割り当てられます。

←クリックすると型番

がコピーされます。



meviy FA 操作ガイド
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注文・見積書発行

カート を確認する 注文する２1

カートの便利な機能

「概算見積書（PDF）」、「部品一覧（CSV）」
をクリックすることで、選択したパーツの概算
見積書や部品表をダウンロードできます。

⚫ MISUMI-VONAの注文画面に遷移し、
見積もりの確認・注文が行えます。

⚫ プロジェクト一覧画面に戻り、画面右
のカートをクリック。注文したい
パーツにチェックを入れます。

⚫ をクリック。



見積画面上部のツールバー紹介

79

穴と穴、穴と端面などに寸法公差を追加する

簡易的な2D図面をダウンロードする

特定の穴をグループ穴から分割する

お客様注文番号、型番、材質、
表面処理、代表面粗さなど表記

分割したい穴をクリックし
（濃い青色ハイライト）

「分割」をクリック

PNG形式

寸法追加したい2点
をクリック

公差指定±0.02まで

表面粗さを指定する（切削のみ）

表面粗さを指定したい
箇所をクリック

（Ra1.6／Ra3.2の指定可）

https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/operation_manual/mpb_configuration/5072/


ユーザー設定（任意）

80

１．ユーザー名にカーソルを合わせ［ユーザーメニュー］
の［ユーザー設定］をクリックします。

２．カスタマイズしたい設定メニューを選択し、
各メニュー画面の設定を変更します。

設定方法 設定メニュー 一例

３． をクリックして変更した設定を保存します。

https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/operation_manual/first/2266/


meviy RP 操作ガイド

81

注
文

STEP１ STEP２ STEP３ STEP４

3D CADデータを
アップロード

パーツ仕様設定・
見積依頼

型番発行見積結果を
確認

１ ２ ３ ４



meviy RP 操作ガイド①
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3D CADデータをアップロード

● ファイルのアップロード

② 「見積依頼画面へ進む」をクリックします。

１ ２ ３ ４

① 見積もる3Dデータのファイルを「3D CADファイルをドロップしてください」

の部分にドラッグ＆ドロップしてファイルをアップロードするか、

「またはこちらからアップロード」をクリックして、アップロードする

ファイルを指定します。

ログイン後、プロジェクト一覧で CADデータをアップロードします。
プロジェクト一覧で、見積もるファイルのアップロードを行い、見積もりを開始します。



meviy RP 操作ガイド②-１
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パーツ仕様設定

１ ２ ３ ４

「パーツ仕様」から数量、希望納期、材料、仕上げを設定する1

⚫ 数量 ⚫ 希望納期

⚫ 材料

⚫ 仕上げ

※注意点
⚫ 見積回答後のパーツの仕様変更は

できません。
⚫ 削り残しと薄肉部分のプレビューは

PDFファイルでご確認いただけます。
⚫ ねじ穴の指定、加工はできません。

⚫ 仕上げ

2 「見積を依頼する」をクリック

パーツ仕様を設定後、「見積を依頼する」
ボタンをクリックしてください。



meviy RP 操作ガイド②-２
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該非判定に関する質問・見積依頼

１ ２ ３ ４

3 該非判定に関する質問の回答 4 見積依頼完了

輸出に関する質問に回答後、見積依頼の

完了のメッセージは表示されます。

見積完了時に送信されるメールに記載の

リンクからも見積結果を確認できます。
meviy RPでは英国のプロトラブズにて製

造しておりますので、見積依頼時にデータ

の送付や商品の輸出に関する質問をお客様

にお伺いしています。

見積結果は見積条件にもよりますが、

翌営業日中に回答させていただきます。



meviy RP 操作ガイド②-3
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ビーズブラスト処理と5軸マシニング加工について

ビーズブラスト加工なし ビーズブラスト加工あり

meviy RPでは5軸マシニング加工（3+2加工とも呼ばれる）に

対応しています。工具が部品に接触している間、2軸を停止させる

ことができるため、より複雑な形状や、斜め穴のような形状を加工

することができます。

※5軸マシニング加工は旋盤加工と同じ金属材料を使用しています。

樹脂は対応しておりません。

● ビーズブラストの仕上がりについて ● 5軸マシニング加工の機能

meviy RPの選択材料を金属類にしている場合、「仕上げ」選択欄で

ビーズブラスト加工（無料）が選択可能です。

外観部品などでツールマークが気になる場合はビーズブラスト加工

をおすすめいたします。

１ ２ ３ ４



meviy RP 操作ガイド②-4
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パーツ仕様設定・見積依頼

● まとめて見積依頼を行う方法 ● 見積状況の確認方法

見積依頼を行った各プロジェクトのステータスを

確認することができます。

プロジェクト毎に見積ステータスが表示されていますので、

そのステータスから見積もりの状況を確認してください。

なお、見積もりの有効期限は見積完了後から一ヶ月です。

１ ２ ３ ４

アセンブリファイルをULする事で装置一式で見積もりが可能です。

UL後に部品が分類されますので個別に条件設定し、お見積もりくださ

い。



meviy RP 操作ガイド③-１
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見積結果を確認

１ ２ ３ ４

削り残しと薄肉プレビューのダウンロード

見積完了すると「削り残しと薄肉プレビュー（PDF）」

ボタンが表示されるので、こちらをクリックするとPDF

ファイルがダウンロードされます。ダウンロードされた

PDFファイルにて削り残しと薄肉箇所を確認できます。

1 ⚫ アイソメ ⚫ 上面図

⚫ 正面図 ⚫ 側面図



meviy RP 操作ガイド③-２
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見積結果を確認

１ ２ ３ ４

① 削り残しの状態の確認

② 薄肉部分の確認

パーツ上に青くハイライトされている部分は

● 切削工具が届かない削り残しと加工 R

● 加工されない箇所

です。

この部分は本来の3D形状通りには加工されません。

削り残しのプレビューは納品物に忠実に再現されます。

切削加工後の状態をご確認いただいたうえでご注文ください。

黄色でハイライトした箇所は0.5mm以下の薄肉になっています。

これらの部分は欠け、折れ、曲がり、ビーズブラストによる変形

が発生する恐れがあります。

※ 0.2mm 以下の薄肉部分についてはハイライト表示

されませんのでご注意ください。

※ 形状によっては、0.5mm 以上～1.0mm 未満の肉厚でも

上記の問題が発生する恐れがありますので、可能な限り肉厚

1.0mm 以上を推奨いたします。

削り残しの状態と薄肉部分の確認方法2



89

輸出に関する質問の回答

PDFファイルをダウンロードすると「型番を発行する」ボタンが押印可能となります。

こちらをクリックすると輸出に関する質問に回答いただく画面が表示されます。

meviy RPは英国のプロトラブズで生産を行います。そのためUK/EU輸出規制を遵守するため

お作りさせていただく製品の仕様に関して確認させていただいております。

1

meviy RP 操作ガイド④-１

見積確定・型番発行

１ ２ ３ ４

2 型番発行

輸出に関する質問に回答いただくと、

型番発行され画面上に表示されます。



90

型番発行後の操作3

meviy RP 操作ガイド④-2

見積確定・型番発行

１ ２ ３ ４

① 型番が発行されると型番が表示されます。型番をクリップボードにコピーする

ことも可能です。

② 型番が発行されると見積書 PDF、部品表 CSV のダウンロードが可能になります。

本プロジェクト内の型番が発行された部品すべての型番が含まれます。

③ 「注文に進む」ボタンです。meviy RP 内で注文を行う場合は、こちらをクリック

してください。

※注文へ進むボタンが押せないとき

お支払い方法が未登録のため、あらかじめ登録する必要があります。

管理権限のある既存会員様から見積取得権限および注文権限を付与してもらうか、注文型番

を注文権限を持つ会員様経由で発注することにより、購入手続きを進めることができます。

1

2

3
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注文手続き

① 発注手続きの画面で注文者情報、お届け先情報、 注文内容

を確認し、間違いがなければ をクリック

してください 。MISUMI-VONA サイトに遷移します。

② MISUMI-VONA サイトに遷移後、型番と個数
が入力されていることを確認し、ご注文ください。

● 注文内容確定 / 注文

※ 一度作成した型番は個数の変更はできませんので、
あらかじめご了承ください。

※ 一度注文確定された部品は、出荷日以降再注文
可能となります。あらかじめご了承ください。
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