環境にやさしいセミドライ転造
Environment friendly semi-dry roll forming

SMALL SIZE ROLL FORMING MACHINE

PFM-330E
小形、省スペース
ねじ、小モジュールスプラインに特
化した小形の省スペース転造盤
ライン編成替えが容易
世界最小クラスの幅800mmの
コンパクト設計

Compact configuration
and space saving
This is a roll forming machine
characterized by compact
configuration and space
saving specifically designed
for threads and small-module
splines.
It is also characterized by easy
line reorganization, and
compact design with a world’s
smallest width of 800 mm.

省エネルギー

Energy saving

駆動の電動化、セミドライ転造に
より、消費エネルギーを低減

Power consumption is reduced
by electric power drive and
semi-dry rolling.

容易な段取り替え

Easy setup change

機械前面開口部が大きく、工具
の着脱が容易

A wide opening is provided on
the front of the machine to
facilitate tool mounting and
dismounting.

SMALL SIZE ROLL FORMING MACHINE

PFM-330E

主な仕様 Main specifications
転造できる最大加工径(mm)

標準付属品 Standard accessories

20

Max. rolling dia.

(ねじはM25まで加工可能)

(Thread rolling up to M25)

ラックホルダ最大幅(mm)
転造できる最大モジュール
取り付けできるラック最大長さ(mm)

60

Max. rack holder width

m1.0

Max. rolling module

346（13"）

開口部寸法(mm)

Max. rack length

90

所要床面積(mm×mm)

Opening section distance

800×1,650

Floor space

2,000

Mass of Machine

機械質量(kg)

潤滑油装置
作業工具

Lubrication unit
Tool kit

特殊付属品 Special accessories
●ワーク取り付け関係
ワークセンタ
ワーク仮受け台
オートローダ装置
●テールストック装置関係
ストローク特殊テールストック装置
●ヘッドストック装置関係
ストローク特殊手動
ヘッドストック装置

●For work location
Work center
Work temporally locator
Auto loading /unloading system
●For tailstock
Special stroke tailstock
●For headstock
Manual driven headstock
equipment with special stroke

NCヘッドストック装置
NC headstock
●ラック取り付け関係
●For rack installation
フォーミングラック用ライナ
Forming rack liner
●ミストクーラント関係
●For mist coolant
ミストクーラント装置
Mist coolant device
Mist collector
ミストコレクタ

800

1900

1650

外径／寸法図 単位：mm
Machine dimensions Unit : mm

800

730

※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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