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Any Box Size, Easy Operation, Compact Style,
Automatic Box Change System
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:操作パネル
Operation panel

fivl(
Hopper

■

ロ センサ入力・ホッパ連動

Sensor switch‐ shutter of
hopper interlocking
operation

3種類の

運動方式に対応 >>>
3different Types Operation with
Machine.
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ロ カム入力・シュータ連動

Canl switch‐ shutter of chute
interlocking operation

ロ カム入力・コンベア運動

Cam switch‐ belt conveyer
interiocking operation
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Type:
CS‐ 860‐ 2SSH
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はこがえる

特長 Fedures

CS-860-2SSHホ ッパ付き
With Hopper

CS-860-2SHAシ ュータ付き
ヘヽノnh Chute

CS-860-2H本体のみ
Only Main unit

□箱サイズフリー設計!簡単に変更可能。

□ 3種類の連動方式でプレスを停止することなく、箱替え可能!

■センサ入力・ホッパ運動 (CS…860¨2SSH,… 2SSH+100)
ロカム入力・シュータ連動 (CS‐860…2SHA)
日カム入力 0コンベア運動 (CS‐860…2H)

ロリフタ部強化により、長期安定使用可能。

日 2種類の高さのホッパを用意(SSH,SSH+100)。

箱の高さに合わせてホッパ選択可能。

□軽量コンパクト!操作も簡単!低価格!

その他にも様々な機能が搭載されています !

・製品を挟まないように、ホッパやシュータの閉タイミングを調整できます。

・生産予定数でプレス停止できます。

・箱内の製品数(カウント数)を、操作パネルから変更できます。

外形図 □mensbns

巨]Box size free design!Eas‖ y adiust tO difFerent box sizes.

睦』Abie to change a box withoutstoppage of press machine by 3 kinds

of inter!ocking operation.

■ Sensor switch‐ shutter of hopper interiocking operation.

(CS…860…2SSH,‐2SSH+100)

口 Cam switch… shutter of chute interiocking Operation.

(CS‐860‐2SHA)
日 Canl switch…beit conveyer interiocking operation.

(CS…860…2H)

日Long_term stable use possibie because of an enhancementin:ifter.

日Prepare 2 difFerent heights of hoppers.(SSH,SSH+100)

Choose the hopper considering box height.

同Lighi″ eight and Compact Design!Easy Operation!Reasonab:e Price!

Other functions included!
。Adiustable ciosing shutter tinling of hopper and chute in order to

avoid having product stuck in.
・ Able to stop press machine atthe pianned number of products.
・Abie to rnodify the number of products(number Of counts)inside a

box through the operation panel.

仕様 spedicatbns

BH(CS‐ 860‐ 2SSH)

スライドアーム開時
(Srde Arms n Opening opera● On)

300～670mm
200～ 420mm
100～ 235mm

100～335mm

箱入可能重量

空箱積上可能重量

電源電圧 AC100V± 10%6A(peak)

0 5MPa～0 9MPa

300 670mm

200 420mm

Box dimensions 100 235mm

100‐ 335mm

Products weight limit in the box

Stacking boxes weight limit MAX 45kg

Power source AC100V± 10%6A(peak)

Operating pressure 0 5MPa‐0 9MPa

*シュータは高さを200mmの 範囲で調整できます。

*Height postion of chute can be adjusted wthin 200mm

*□―ラーコンペアは付属されておりません。

*The ro‖ erconveyer s exc uded

●このカタログの内容ま改良の為、予告なしに変更することがあります。

●The contents h thに catabgue may be changed for mprovement
wlhout p10「 nouce
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CSⅡ860・2 BOX CHANGER

CS-860-2SSH+100


