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PS-228｜PS-226

关于高精密冲压加工
PS-228/226可以轻松地在各种系统变化中引
入雾和喷油。均匀涂布时，加工精度稳定，
加工油减少，不易发生碎片和堵塞。
它具有流量传感器异常监控，库和喷嘴远程
开/关等功能。有PS-228可以数字控制应用数
量和PS-226，易于操作。

ST8PL-1.0 ST8PL-AUX ST8-0.5/1.0 ST8-AUX

LCD面板

状态显示灯

喷嘴开关键

雾化气压调整用调节器1

雾化气压调整用调节器2

材料的上侧、下侧可以分别调整雾化状态。

2个雾化气压调整用调节器

每个喷嘴的开关可以简易切换。

喷嘴简易开关

●通过冲床装置的离合器、凸轮信号开始喷涂

●喷涂发生异常时，继电器输出信号使冲床
急停

简易导入

加工油在喷嘴口与雾化气压混合后喷出。
加大雾化气压后喷雾面延长变为椭圆形。

在喷嘴口雾化后的加工油通过φ6
的输油管，直接供给摸具内部。
主要使用于下模内喷涂时需要气
压助力的情况下使用。

材料和喷嘴的距离，雾化气压等，调整喷涂范围。喷涂量。

■ ST8-PL喷嘴概要

■ 喷涂范围

■ AUX喷嘴

喷涂范围指标

可以简易应用。每个喷嘴都有开关雾化气

压阀门，不使用的喷嘴不会浪费气压。

使用电磁泵和电磁阀数字电控输油量。

控制器

喷嘴
For high precision stamping
PS-228/226 is friendly introduction of mist spray system in plenty 
system variation. Evenness spray condition lead you expect not 
only decreasing in the usage of stamping oil or reducing slug 
and clogged slug but also stabilization of processing accuracy. 
It is equipped with monitoring of flow rate abnormalities and 
remote switching of banks and nozzles. There are digital flow 
controllable PS-228 and easy operation of PS-226.

LCD panel

Status lamp

Nozzle ON/OFF button

Atomization air regulator 1

Atomization air regulator 2

Able to adjust atomize condition on the 
upper side and the lower side of material.

Two regulators for 
adjusting atomization air

Each nozzles switch ON/OFF by 
simple button operation. 

Turn ON/OFF nozzle easily

●Start to spray by clutch or cam signal 
from stamping machine.

●When spray abnormity, stamping 
machine is stopped by the relay output.

Friendly introduction

Compact / Maintenance-free
ST8 PL doesn’t have any moving part inside so no consumable part as well.
It is compact and maintenance free as well. ＊Exclusive for PS-228.

小型化／无需维护

ST8-PL 的内部无活动构造，无消耗品。实现小型化和无需维护。＊PS-228专用

■ Summary of ST8-PL nozzle 
Stamping oil is sprayed by mixing with atomization air at 
the end of nozzle. Mist pattern changes into elliptically distributed 
by atomization air as well.

■ Spray range

■ AUX NOZZLE
Atomized stamping oil at the end of nozzle is supplied to 
inside die throughφ6 tube. 
It is used for feeding oil to inside lower die with air assist mainly.

Spray width is adjusted by atomization air pressure, 
distance between nozzle and material or others. 
It is also affected by quantity of spray oil.

A rough indication of spray range

Easy operate. 
No wasted air consumption on unused 
nozzle because it is able to turn 
ON/OFF atomization air for each 
nozzle.

Digital control for quantity of oil feed 
with electromagnetic pump or 
electromagnetic valve.

CONTROLLER

NOZZLE高精度プレス加工のために

コントローラ

PS-228/226は、豊富なシステムバリエーションでミスト・スプレー式塗
油の導入を簡単にします。均一な塗布状態は、加工油の削減やカス上が
り・カス詰まり等の減少だけでなく、加工精度の安定化が期待できます。
流量センサを使用した異常監視、バンクやノズルのONOFFのリモート
切り替え等の機能を搭載しています。
デジタル流量制御が可能なPS-228と、簡単操作のPS-226があります。

ノズル

電磁ポンプまたは電磁バルブを使用して
送油量をデジタル制御します。

簡単運用が可能。
霧化エアはノズルごとにON／OFFが可
能なため、使用しないノズルで無駄なエ
ア消費がありません。

材料の上側、下側で霧化状態を分けて
調整ができます。

加工油は、ノズル先端で霧化エアと混合され、噴き出します。
さらに霧化エアで噴霧パターンを楕円状へと変化させます。

LCDパネル（PS－228）

ステータスランプ

ノズルON／OFFボタン

霧化エア調整用レギュレータ1

霧化エア調整用レギュレータ2
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2個の霧化エア調整用レギュレータ

各ノズルのON/OFFは、簡単ボタン操作
で切り替わります。

簡単ノズルON／OFF

●プレス装置のクラッチ、カム信号で　　
塗布開始

●塗布異常時は、リレー出力で　　　　　
プレス装置を停止

簡単導入

■ ST8-PLノズル概要

材料とノズルとの距離、霧化エア圧等で、
塗布幅を調整します。また、塗油量によっても変わります。

■ 塗布範囲

ノズル先端で霧化した加工油は、φ6チューブを通り、金型内へ供給されます。
主に下型内給油でエアアシストが必要なときに使用します。

■ AUXノズル

塗布範囲目安

W
50
100
150

D
15
30
50

H
30
60
90

コンパクト／メンテナンスフリー
ST8-PLは、内部に可動部が無く消耗部品がありません。
コンパクトかつメンテナンスフリーを可能にします。＊PS-228専用です。

PS-228 PS-226





05 06

PS-228｜PS-226

コントローラ

コントローラ／Controller／調節器 流量調整器／Flow regulator／流量调整器 タンク／Tank／油罐 ノズル固定方法
Nozzle fixing method／喷嘴固定方法

PS-228

電磁ポンプ
Electromagnetic
pump
电磁泵

SUS製非加圧タンク
SUS non-pressure tank
SUS 非压力油罐

チャンバー
Spray Chamber
喷雾室

□選べる制御モード
　Selectable 
　control mode

　选择控制模式　

□ノズル監視センサ活用
　Utilization of nozzle 
　monitoring sensor
　喷嘴监视传感活动　

□ST8-PL使用可
　ST8- PL nozzle usable
　可以使用ST8-PL

□簡単給油
　Easy refueling
　简易输油　

□飛散防止
　Shatter-proof
　防止飞散

□堅牢
　Rugged
　强

ポリエチレン製非加圧タンク
Polyethylene non-pressure tank
聚乙烯无压罐

□簡単給油
　Easy refueling
　简易输油　

□安価
　low cost
　低成本電磁バルブ　

Electromagnetic 
valve
电磁阀

ノズルスタンド
Nozzle stand
喷嘴支架

□流量調整範囲大
　Wide range of flow adjustment
　流量调节范围广
□ST8-PL使用可
　ST8-PL nozzle usable
　可以使用ST8-PL　

□ボルスタ固定
　Fixed on bolster　
　台面固定　

ニードルバルブ
(PS-2262)
Needle valve
针阀

マグネットスタンド
Magnet stand
磁铁座支架

□簡単操作
　Easy operation
　简易操作

□簡単脱着
　Easy desorption
　简易拆卸　

□バンク選択
　Bank selection
　选择存储　

PS-226
□簡単操作
　Easy operation

　简易操作　

□ノズル監視センサ接続
　Connection of nozzle 
    monitoring sensor

　喷嘴监视传感连接　

□ノズル選択
　Nozzle selection
　选择喷嘴　

自給式タンク(PS-2261)
Self-priming tank
自动供油式油罐装置

SUS製加圧タンク
SUS pressure tank
SUS 压力油罐

□対応動粘度範囲大(1～120mm2/s)
　Wide range of kinematic viscosity(1～120mm2/s)
　对应粘度范围广(1～120mm2/s)　

□簡単給油
　Easy refueling
　简易输油　

□気泡対策
　Air bubble provision
　气泡对策　
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PS-228で電磁ポンプおよびST8-PLノズルを使用します。流量センサでノズル1～3および4～6の総流量を監視します。
Electromagnetic pump and ST8- PL nozzle are used for PS-228. 
Flow sensor monitors total flow of nozzle 1 to 3 and nozzle 4 to 6.
PS-228使用电磁泵以及ST8-PL喷嘴。流量传感器监视喷嘴1到3和4到6的总流量。

PS-228で電磁バルブおよびST8-PLノズルを使用します。
Electromagnetic valve and ST8- PL nozzle are used for PS-228.
PS-228 使用电磁阀以及 ST8-PL 喷嘴。

PS-226でPS-2262およびST8-1.0ノズルを使用します。
PS-2262 and ST8- 1.0 nozzle are used for PS-226.
PS-226使用PS-2262以及ST8-1.0喷嘴。

自給式タンク(PS-2261)
Self-priming tank　
自动供油式油罐装置

電磁ポンプ :1～ 10mm2/s　
自給式タンク :1～ 30mm2/s

Electromagnetic pump：1～ 10mm2/s
Self-priming tank :1～ 30mm2/s

电磁泵 ：1～ 10mm2/s
自动供油式油罐装置 :1 ～ 30mm2/s

チャンバー
Spray Chamber
喷雾室

ノズルスタンド
Nozzle stand
喷嘴支架

マグネットスタンド
Magnet stand
磁铁座支架

SUS 製非加圧タンク
SUS non-pressure tank
SUS非压力油罐

仕様に応じて適宜配管を行います。
フィルタレギュレータ、
エアカプラPM10(日東工器製)および
加工油フィルタは付属します。

Conduct piping according to the 
specification.
A filter regulator, air coupler PM10 
(manufactured by Nitto Koki) and an oil 
filter are included.

请针对规格配管。
过滤调节器、气管接头PM10
（日东工机制）
以及加工油过滤器为附属品。

ポリエチレン製非加圧タンク
Polyethylene non-pressure tank
聚乙烯无压罐

SUS 製加圧タンク
SUS pressure tank
SUS压力油罐

フィルタレギュレータ
Filter regulator
过滤调节器エアカプラ

Air coupler
空气耦合器

ポリエチレン製非加圧タンク
Polyethylene non-pressure tank

聚乙烯无压罐

加工油フィルタ
Stamping oil filter
加工油过滤器

流量センサ
Flow rate sensor
流量传感器

電磁ポンプ
Electromagnetic pump
电磁泵

圧力調整ユニット
Pressure 
adjustment unit
压力调节单元

電磁バルブ
Electromagnetic valve
电磁阀

SUS 製加圧タンク　
SUS pressure tank
SUS 压力油罐

PS-228

PS-228

PS-2262

PS-226
ST8PL-1.0

ST8PL-1.0

ST8-1.0

配管例 Piping example
配管例子

目的に応じた最適なシステム構成 Most suitable system configuration for different purpose 
请针对使用目的设定合适的系统

Operating air 
Tank air 
Control air 
Atomization air　
Stamping oil　

動作エア
タンクエア　　
制御エア　
霧化エア　
加工油　

操作空气
坦克空气
控制空气
雾化空气
加工油　




