ミス トス プ レ ー ・塗 油 装 置

４ ｃｈ/２ ｃ ｈ

ＰＳ-２５４/２５２
High Performance Mist Spray 4ch/2ch-System

簡単操作で均一な塗油、
素早い加工油の充填も可能。
主な特長

Features 特点

・新開発高速電磁ポンプの採用で脈動の殆どない滑らかな送油。
Smooth lubricating oil in adoption of newly developed, high-speed, electromagnetic pomp with little pulse.
最新研制开发的高速电磁输油泵实现了持续脉动方式的顺畅输油。

・流量調整にステップロータリースイッチを採用、設定量の確定が容易です。
The step-rotary switch is making easy setting the flow control.
流量调整采用阶段式旋钮，更容易设定油量。

・新開発ノズルを採用、ノズル側での調整を不要としました。
A newly developed nozzle is adopted without adjustment on the nozzle side.
采用最新研制开发的喷嘴，喷嘴部位无须调整。

・ノズルの噴霧用エアー圧を上側及び下側で独立調整できるため、
最適の塗布状態を実現できます。
The independent adjustment of the upper and lower atomization air achieves the best lubrication.
喷嘴的喷雾用气压的上下侧可以独立调整，因此能达到最理想的喷涂效果。

・圧力タンクの使用をやめ開放型タンクを採用、運転中に加工油の補給が可能です。
破損に強い耐薬品性のポリエチレンタンクを採用しました。
The open type tank recharges the stamping oil without the press stop.
The polyethylene tank of strong chemical resistance was adopted.
不同于以往的压力罐，现用开放型油罐在运转中也可补充加工油。
油罐材料使用不易破损且具有防腐性的聚乙烯。

・噴霧用チャンバーを改善、最小のノズル数で最大の噴霧幅が得られます。
チャンバー使用の場合は通常の約2倍の噴霧幅が期待できます。
The chamber for atomization is improved, and maximum width of atomization in a minimum number of
nozzles is obtained. About twice the width of atomization can be expected at the chamber use.
喷雾槽经改良，可实现最少的喷嘴数达到最大的喷雾幅度。
在使用喷雾槽的情况下，大约是通常2倍的喷雾幅度。

・ポンプ及びノズル等の不良検出機能を追加できますので、加工油の停止による
金型の破損を防止できます。
The error checking and correcting functions such as pumps and nozzles can be added, the die is
protected from stopping the stamping oil.
输油泵以及喷嘴等可以追加失误检测功能，能防止因加工油中断而造成的模具损坏。

（単位 mm）

塗布可能範囲表 （上下各１ＣＨ/各２ＣＨの場合）
方式/形式

最適塗布範囲

塗布可能範囲

材料巾×送り長さ

材料巾×送り長さ

１００×４５
２００×４５
８０×３５
１００×４５
２００×７５
２５０×１４０
３５０×１８０

１２０×６０
２４０×６０
８５×４０
１２０×５５
２２０×７７
３００×１４２
４００×１９０

チャンバー無 ２CH
チャンバー無 ４CH
C８０A （ ２CH ）
C１２０A （ ２CH ）
C２００A （ ２CH ）
C３００A （ ４CH ）
C４００A （ ４CH ）

適合バスライン
ST-８B-** X
ST-８-PL
-

-

６５ 以上

８０ 以上

７０ 以上

９０ 以上

１２５ 以上

１４０ 以上

14
7
6
5

ボルスター外設置
ボルスター外設置

8
1 動作モード選択スイッチ

8 霧化エアー圧力計１

2 ＲＵＮランプ

9 霧化エアー圧力調整ツマミ１

3 ＰＯＷＥＲランプ

10 霧化エアー圧力計２

4 ポンプ動作調整部

11 霧化エアー圧力調整ツマミ２

5 ＡＩＲ ＬＯＷランプ

12 ＯＩＬ ＰＲＥＳＳＵＲＥスイッチ

6 ＤＲＡＩＮ ＦＵＬＬランプ

13 ＳＵＣＴＩＯＮスイッチ

7 ＯＩＬ ＥＭＰＴＹランプ

14 ノズル圧力計

4
9
3
10
2
1

11
12

13

ＰＳ-２５４/２５２ミストスプレー装置は、プレス加工における加油塗布の問題を
殆ど解決出来るように最新の技術を駆使して開発されたもので、塗布量および均一性
さらには周囲環境に対する低汚損性など優れた性能を発揮できます。
また新開発の噴霧チャンバーの使用によりノズル位置の調整不要、ドレンの回収を実現、
エコ運転に最適です。
PS-254/252 mist spray system was developed by the advanced technology to solve the
processing oil lubrication in the metal stamping press almost.
That is achievement to the level of coating and uniformity, furthermore, the superior
performance like the clean to the ambient environment etc.
Moreover, the collection of adjustment-free of the nozzle setting and the drain is the best
for achievement and the eco-driving according to the use of a newly developed atomization
chamber.
PS254 / 252喷雾式涂油装置由最新技术研制开发而成。发挥其喷涂均一，
减少对周边环境的污染及损坏等高端性能，可以从根本上解决冲压加工中的涂油问题。
使用最新研制开发的喷雾槽，可不必调整喷嘴位置，并可实现余液回收达到环保运转。

新開発 高性能噴霧チャンバー
Newly developed atomization chamber
最新研制开发的喷雾槽

ミス トス プ レ ー ・塗 油 装 置

ＰＳ-２１９
High Performance Mist Spray

ＰＳ-２１９は泡の発生しやすい加工油に適合するように設計され、
他の方式の装置では送油管内に発生する泡のため起きるノズルからの噴霧が
短時間途切れる現象が全くありません。
したがって、精密コイニングや絞り加工で絶対に加工油切れを防止する必要の
有る場合に最適です。
PS-219 is designed to suit the bubbly oil.
There is no phenomenon of stop atomization by the bubble of the oil tube from nozzle,
that is suitable for coining and drawing which are protect to stamping without the oil.
PS-219的设计适合使用于容易发生泡沫的加工油，不会像其他装置那样，出现送油管内发生
气泡后导致喷雾短时间喷油中断的现象。
因此，更适合使用于精密压印或挤压加工这样不能断油的工程。
・２ＣＨ専用

・ 2CH exclusive use
・ ２ＣＨ专用
・タンク加圧の精密調整による流量調整

・Flow equalization by precise sdjustment of tank pressurizing
・ 根据油罐加压的精密度调整油量
・デジタル加圧計（タンク用）

・ Digtal pressurizing meter (for tank)
・ 数字压力计（油罐用）

ミストスプレー・塗油装置 ４ｃｈ

製品仕様 SPECIFICATION 制品规格

ＰＳ-２５４

ＰＳ-２１９

ＰＳ-２５４ / ２５２

High Performance Mist Spray 4ch-System
ミストスプレー・塗油装置 ２ｃｈ

ＰＳ-２５２
High Performance Mist Spray 4ch-System

背面（ＰＳ-２５４）

ＣＨ数

４/２

２

Channels
数

4/2
4 / 2

2
2

加工油タンク容量

２０Ｌ

３Ｌ

Tank capacity
加工油罐容量

20L
20L

3L
3L

ドレンタンク容量

（５Ｌ）

ＮＡ

Oil drain Tank capacity
回収油罐容量

(5L)
(5L)

NA
NA

ノズル設置高さ

タンク床面上方 １．５ｍ（最大）

５ｍ（最大）

Height of nozzle installation

喷嘴安装高度

From the tank bottom 1.5m (MAX) 5m (MAX)
5m (最大)

塗油量

９ｍｌ/ｍｉｎ（最大/ＣＨ）

２０ｍｌ / ｍｉｎ（最大/ＣＨ）

Amount of anointment
涂油量

9ml / min (MAX/CH)
9ml / min (最大/CH)

20ml / min (MAX/CH)
20ml / min (最大/CH)

必要空気圧

０．６ＭＰａ

Proper pressure for nozzle unit

0.6MPa
0.6MPa

←
←
←

ＳＴ-８-ＰＬ（標準）

ＳＴ-８Ｂ-０．５Ｘ（標準）

ST-8-PL (Standard)
ST-8-PL (标准)

ST-8B-0.5X (Standard)
ST-8B-0.5X (标准)

対応ノズル形式

ＳＴ-８Ｂ-０．５Ｘ（オプション）

ＳＴ-８Ｂ-１．０Ｘ（オプション）

nozzle type
对应喷嘴型号

ST-8B-0.5X (option)
ST-8B-0.5X (可选品)

ST-8B-1.0X (option)
ST-8B-1.0X (可选品)

需要气压

ＳＴ-８Ｂ-１．０Ｘ（オプション）
ST-8B-1.0X (option)
ST-8B-1.0X (可选品)

外形図（ＰＳ-２１９）

電源

ＡＣ８５～２６４Ｖ １．６Ａ（最大）

ＡＣ８５～２６４Ｖ ０．２５Ａ（最大）

Supply voltage
电源

AC85～264V 1.6A (MAX)
AC85 ～264V 1.6A (最大)

AC85～264V 0.25A (MAX)
AC85 ～264V 0.25A (最大)

使用周囲温度

０～５５℃

Environment temperature
使用环境温度

0～55℃
0 ～55 ℃

←
←
←

使用周囲湿度

３５～８５％ＲＨ（結露しない事）

Environment humidity
使用环境湿度

35～85%RH (Non condensing)
35 ～85%RH (不可冷凝)

使用周囲雰囲気

腐食性ガス、塵埃のないこと

Environment atmosphere
周围环境

Corrosive gas and dust should not exist.

不可有腐蚀性气体、尘埃

対応動粘度

１～１０ｍ㎡/ｓ（１～１０ｃＳｔ）

Adjustment viscosity
加工油对应動粘度

1～10mm /s (1～10cSt)
1 ～10mm /s (1 ～10cSt)

外形図（ＰＳ-２５４）

2

2

←
←
←
←
←
←
←
←
←

外形図（ＰＳ-２５２）

●このカタログの内容は改良の為、予告なしに変更することがあります。

信頼のテクノロジー

http://sugiden.com

杉山電機システム株式会社
本
社： 〒454-0872 名古屋市中川区万町611番地 Tel:052-363-0501（代） Fax:052-351-7585
関東営業所：〒363-0012 埼玉県桶川市末広1-1-33 ウェルズ桶川2号
Tel:048-771-9591
関西営業所：〒543-0011 大阪市天王寺区清水谷町3-19第3林ビル1号館303号 Tel:06-6765-0807

Reliable Technology
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