フィルムラップ加工でのランニングコストミニマム化
Running costs minimized by film lapping

SMALL SIZE MICRO FINISHER “Diving GBQ”

GBQ-D250
水中加工！

Underwater machining!

ワークをフィルム、シューと共に
水中で加工することによりフィ
ルム洗浄能力の大幅アップに成
功

Film washing capacity is
substantially improved by
machining the workpiece
together with the film show
under water.

ランニングコストの
ミニマム化
フィルム洗浄能力アップにより
ワーク1個当たりのフィルム使
用量を大幅に削減
従来の送り量に対し半分以下を
実現

面粗さ向上
真円度の矯正
ソリッドなバックアップストーン
と非圧縮性のポリッシングフィル
ムで構成するGBQシステム

Minimized running cost
The amount of film used for
each workpiece is
substantially cut down by
improved film washing
capacity.
The amount is cut down to
50% of the conventional
amount of feed.

Improved roughness
and roundness
A GBQ system is composed of
a solid back-up stone and a
non-compressible type
lapping film.

GBQ-D250

SMALL SIZE MICRO FINISHER “Diving GBQ”

主な仕様

Main specifications

加工できる部品ワーク長さ
加工できるワーク直径

300mm

Max. length of workpiece

φ13〜65mm

Range of O.D. of workpiece

最大加工幅

60mm

Max. lapping width of workpiece

回転速度

150rpm

Revolution of workpiece

オシレート速度

600cpm

Speed of oscillation

1,000mm

Center height

所要床面積

1,562×1,425mm

Floor space

機械の質量

1,000kg

Mass of machine

加工中心高さ

●GBQ (Generating Bearing Quality) システムは日本・アメリカ特許。
●GBQ is patented in U.S.A. and Japan.
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外径／寸法図 単位：mm
Machine dimensions Unit : mm
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※本カタログの商品は外観・仕様等、性能向上のため予告なく変更することがあります。 ※The designs, specifications and/or dimensions are subject to change without notice.

安全上の ●機械を安全にご使用いただくために機械納入時に添付の「安全の手引き」をお読みいただき、安全にご使用ください。
ご 注 意 ●Before operating a machine, please be sure to read through the “Safety Handbook” for your safety.
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