
プレスブレーキの自動化に 

既設設備にも導入可能 

簡単操作・フレキシブル対応 

プレスブレーキの自動化に 
曲げられるワークにロボットがぴったり追従。 
ワークの取り付けから取り外しまで、ロボットによる自動化を実現。 

既設設備にも導入可能 
簡単な改造だけで既設プレスブレーキをロボット化。 
稼動中のマシンでも低コスト・短納期で導入可能。 

簡単操作・フレキシブル対応 
ロボットティーチペンダントで簡単操作。多品種・少量生産にもぴったり。 

Fits in the Previous Press Brake Perfectly
Just a few modifications and you can fully automate existing press brakes with robots. 
Even equipment that is currently in use and be done for low cost and in a short installation period.

Automating Press Brakes
Synchronize the work that will be formed and the robot follows it up automatically. 
From attaching the work piece until it is removed, human operators are not necessary.

Easy-to-Use and Flexible
The teach pendant is easy to use. It’s perfect for small batch production of varying products.

NACHI ROBOT Press Brake Tending
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株式会社 ナチロボットエンジニアリング 
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既設のプレスブレーキにも余裕の対応 

ロボットティーチペンダントで簡単操作 

プレスブレーキ同期 

主な工事は既設のプレスブレーキに位置検出器*を追加するだけ。 

稼動中の機械へのロボット導入も容易に実現できます。 
＊当社指定のエンコーダおよびリミットスイッチ 

ロボットの動作教示、プレスブレー
キ関連定数設定・モニタリング等は、
すべてロボットティーチペンダント
ひとつで操作可能。さらにプレス
ブレーキ同期専用ファンクションの
使用でますます快適な操作性。 
簡単・便利でどなたにも扱えます。 
 

多品種、少量生産に対応 

プログラミングが簡単なので、多品種少量生産にも適し、生産機種切り替

えが容易に完了。 

同時2台のプレス、最大10種の型サイズまで対応可能です。 

新開発のプレスブレーキ同期機能を搭載。 

プレスブレーキに位置検出器を追加することで 

曲げるワークを把持したままロボットが動作

し、安全かつ効率的に作業を進行。 

特長  

▲ 曲げ開始 

既設のプレスブレーキにロボット追加設置 ▲ 

ロボットティーチペンダント ▲ 

▲ 曲げ途中 ▲ 曲げ完了 

Features

Press Brake Synchronization
By newly developed press brake synchronized 
function, the robot follows the information from 
a positioning detection that was installed in a 
machine, and the robot holds the metal sheet 
and follows the forming metal sheet.

Supports Small Batch Production of Many Products
Easy programming makes it perfect for small batch production of various 
products, and it’s easy to switch out types of production equipment. It sup-
ports two presses at the same time and a maximum of 10 types of die sizes.

Easy Compatibility with Existing Press Brakes
Synchronization with robot is possible with an additional position
detector* installing on the previous press brake. Easily integrated with 
current equipment.
＊Recommended encoder and limit switch by Nachi

Robot Teach Pendant is 
Easy to Use
Teaching the robot operations, set-
ting the press brake related con-
stants, monitoring and more can all 
be done from just the teach pen-
dant. Plus, operations become even 
more optimum by using the dedica-
ted press brake synchronization 
function.

Teach Pendant

Additional robot to previous press brake

Start of forming During forming Completion of forming


