ワーク高速移動方式により、高硬度材をブローチ仕上げ加工
Uses a high-speed table-up system for finishing/broaching of extremely hard materials

HARD BROACHING MACHINE

HW-5008
高硬度材の高精度仕上げ加工
硬度５０〜６２HRCの加工物をブロ
ーチ仕上げ加工
超微粒子超硬合金に特殊コーティ
ングを施したハードブローチを使
用し、長寿命で安定した高精度加
工を実現

高能率加工
切削速度60m/minの高速加工
で高能率
研削加工に比べ抜群に高い生
産性

良好な作業性
作業性の良いワーク移動式構造
床からの作業高さ1000mmで
ワーク着脱作業に踏み台不要

省エネ・省スペース
ワークテーブルは電動式で、消
費エネルギーが少ない
油圧ユニットが不要で、設置面積
が小さい

High-precision Finish Broaching of
Materials with High Hardness Level
Broaching of Materials with 50
to 62 HRC Hardness Level
HW-5008 ensures highprecision, stable broaching
using a hard broach made of a
specially-coated, ultra-fine
carbide alloy designed for
long life.

Highly Efficient
Broaching
Highly Efficient, High-speed
Broaching with Broaching
Speed of 60m/min
Outstanding Productivity Much
Higher than that of Grinding

Excellent Workability
Table-up Structure for Better
Workability
No stool required for work
loading/unloading because of
the work loading/unloading
height being 1000 mm from a
floor

Energy & Space Saving
Electric Work Table with Lesser
Energy Consumption
No Hydraulic Unit is required,
reducing the installation space.

HARD BROACHING MACHINE

HW-5008

主な仕様 Main specifications
最大引抜き力

標準付属品 Standard accessories

50kN

最大行程

800mm

Max. stroke

切削速度

1〜60m/min

Broaching speed

被加工物取付面高さ

1,000mm

Work Loading/Unloading Height

所要床面積（幅×奥行）

1,780×1,900mm

Floor space(W x D)

3,400mm

Machine height

5,700kg

Machine Weight

機械高さ
機械の質量

●ミストクーラント装置
●チップコンベヤ
●シートプレート

Max. pulling force

Mist coolant device
Chip conveyer
Sheet plate

特殊付属品 Special accessories
Auto loading system
(Unloading system)
Pull head
Retrieving head

●オートローダ
（払い出し装置）
●プルヘッド
●リトリュービングヘッド

1000

3400

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

1780

1900

※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.
東 日 本 支 社
北 関 東 支 店
北海道営業所
東 北 営 業 所

東 京 本 社 1(03) 5568-5111
東京都港区東新橋1-9-2
汐留住友ビル17F

1(03) 5568-5280
1(0276) 46-7511
1(011) 782-0006
1(024) 991-4511

中 日 本 支 社
東 海 支 店
北 陸 支 店

1(052) 769-6811
1(053) 454-4160
1(076) 425-8013

西 日 本 支 社
中国四国支店
広島営業部
九 州 支 店

1(06) 6748-2510
1(086) 244-0002
1(082) 832-5111
1(092) 441-2505

富 山 本 社 1(076) 423-5111
富山県富山市不二越本町1-1-1
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