半自動防水圧着機

SEMI AUTOMATIC SEAL AND CRIMPING MACHINE

多芯ケーブル及び後工程の防水挿入・圧着に最適
Suitable for seal insertion and crimp of multi-conductor cable
and post-processing.
特長
●従来の当社同等機種（ＷＨＳ２０００）に比べて低価格
●当社自動機用挿入ユニットの有効活用（共用化）
●段取り性が大幅に向上（挿入ユニットのワンタッチ交換方式）
●お客様のニーズに合わせた豊富なオプション構成
Features:
・Lower price than our equivalent machine (WHS2000)
・Made effective of J.A.M. Automatic Insertion Unit
・Greatly improving set-up time (quick change type of seal insertion unit)
・Enriched options configured to meet customer’s needs

仕

※写真にはオプションが装着されています
※Photo: Machine shown with options.

様SPECIFICATIONS

型

式

ＷＨＳ３０００

Model
機
能
Functions

片端ストリップ（ストリップ長パネル設定）、切り込み深さパネル設定、ストリッププルバック、片端ハーフストリップ、
片側防水シール挿入（挿入位置パネル設定）、片端圧着（クリンプハイト・圧着位置パネル設定）、ステップ運転
Single-end strip , Strip depth, Pull-Back strip depth , Single-end half strip , Single-end seal insertion , Crimp height,
Crimp positioning , Jogging

能
力
Capacity

片端ストリップ・圧着：１．６秒／本 片端防水挿入圧着：２．２秒／本
Single-end strip and crimp : 1.6sec/pc. Single-end seal insertion and crimp : 2.2sec/pc.

電線サイズ
Wire size

０．１３～２．０ｍｍ²(ＡＷＧ#２６～#１４） ※電線種類によりクランプツメ交換の場合があります。
0.13～2.0mm2 (AWG #26～14)
※Depending on the wire, replacement of the claw may be required

電線切断長さ
Wire cutting length

８０ｍｍ以上
More than 80mm

電線股裂き長さ
Tip-length

４０ｍｍ ／短尺仕様 ： ３５ｍｍ ※電線サイズにより変わります
40mm / Short mode: 35mm ※Changes than wire size

適用シール
Applicable seal
ストリップ長さ
Strip length
圧着能力
Crimp capacity
検出装置
Detectors
電
源
Power source
圧縮空気
Compressed air

丸シール（外径φ１０ｍｍまで、電線先端からシール後端まで１５ｍｍ以内／短尺仕様：１０ｍｍ以内）
Round type seal (Outer diameter max φ10mm , Wire tip to bottom of seal 15mm or less /short mode 10mm or less)
2.0～7.0mm
ＳＢＭ２５０Ｓ：２４，５００Ｎ（２．５ＴＯＮ相当）
SBM250S : 24.500N (2.5TON equivalent)
ストリップミス検出、シール挿入検出、圧力低下
Strip error , Seal insertion error , Low air pressure
３相
ＡＣ２００Ｃ±２０Ｖ ５０/６０Ｈｚ １０Ａ
3-phase AC200V±20V 50/60Hz 10A
０．５５Mｐａ（５ｋｇｆ/cm2)
１５０ＮＬ/ｍｉｎ （清浄乾燥空気を使用して下さい）
0.55Mpa(5kgf/cm2) approx. 150NL/min (Use clean dry air)

機械寸法
Dimensions

７２０Ｗ×９２０Ｄ×１，６００Ｈ(本体:突起物含まず) 約４００ｋｇ
720W× 920D ×1,600H
Approx. 400kg

オプション
Options

他社アプリケータコンバーションキット、Ｆ線ガイド、端子垂らし機能付き紙巻き取り装置、端子有無、端子過負荷、圧力管理装置、
クリンプカメラ、２頭式アプリ手動交換装置、 チョッパー、パーツフィーダー、ドラムフィーダー、安全カバー、表示灯、キャリアカット装置
Other brand APL conversion KIT, F-wire guide, Terminal paper winding device , Terminal presence ,Terminal overload,
Crimp force monitor , 2-head applicator changer, Wire chopper, Parts feeder, Drum feeder, Safety cover. Signal tower,
Carrier cutter

※仕様は予告なく変更になることがありますのでご了承下さい。
◆Ｄ種接地を行って下さい。

※ J.A.M reserves the right to change specifications without any
prior notice.
◆ Proper ground required.

