


特殊電線加工を先端技術で解決します。
J.A.M.’s leading technologies provide solutions of special wire processing. 

多様なニーズに
豊富なラインアップで応えます。
J.A.M. has wide range line up of machines
for various needs.
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Crimp capacity

機 械 寸 法
Dimensions

１９，６００Ｎ (２ＴＯＮ相当)  
19.600N (2TON equivalent ) 

3９，2００Ｎ (4ＴＯＮ相当)  
39.200N (4TON equivalent ) 

単相  ＡＣ1００Ｖ±1０Ｖ  ５０/６０Ｈｚ  8Ａ
Single phase  AC100V±10V  50/60Hz  8A

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

※仕様は予告なく変更す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 specification without any prior notice.
◆Proper grounding required

292Ｗ×４04Ｄ×50５Ｈ   １1３kg 395Ｗ×４73Ｄ×573Ｈ   １50kg

Parts for 2TON applicator (exclusive for LPC420S)

2TONアプリケータ搭載パーツ（LPC420S専用）

420Sにも220Sのアプリケーターを搭載する事が可能です
詳しくは営業担当にご相談下さい

M

Replace standard ram bolt with conversion adapter
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TERMINAL CRIMPING MACHINEクリンピングマシン

LPC220S・420SLPC220S・420S
Common conversion base for other manufacturer‘s applicators 

Remove standard applicator base from crimping press



CRIMPING MACHINEクリンピングマシン CRIMPING MACHINEクリンピングマシンCRIMPING MACHINEクリンピングマシン

Crimp capacityCrimp capacity

Terminal crimping press used in large gauge cable processing
Both loose and reel type terminal can be used
Applicator with terminal slide mechanism is available for safety opration

Terminal crimping press used in large gauge cable processing
Both loose and reel type terminal can be used
Dual guide posts prevent deflection during crimping process
Applicator with terminal slide mechanism is available for safety opration.

.

295ｍｍ 

98，0００Ｎ (10ＴＯＮ相当)
98,000N (10TON equivalent ) 

150，0００Ｎ (15ＴＯＮ相当)
150,000N (15TON equivalent ) 

3相  ＡＣ２００Ｖ±２０Ｖ  ５０/６０Ｈｚ  １０Ａ
3-phase  AC200V±20V  50/60Hz  0A

3相  ＡＣ２００Ｖ±２０Ｖ  ５０/６０Ｈｚ  １5Ａ
3-phase  AC200V±20V  50/60Hz  15A

860W×700D×1,768H   約680kg
860W ×700D×1,768H   approx 680kg

840W×880D×1,900H   約800kg
840W×880D×1,900H   approx 800kg

、表示灯
, Signal tower

、表示灯
, Signal tower

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

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

※仕様は予告なく変更す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 specification without any prior notice.
◆Proper grounding required

※仕様は予告なく変更す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 specification without any prior notice.
◆Proper grounding required

機 械 寸 法
Dimensions

機 械 寸 法
Dimensions

PGC1500PGC1500CMP1000CMP1000
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STRIP CRIMPERストリップクリンパー

CSD01CSD01
STRIP CRIMPERストリップクリンパー

手圧着作業であった圧着を半自動化する事により品質が向上
Improving quality by semi-auto crimp instead of manual crimp

特長

●サイドフィード・エンドフィードのアプリケーターが搭載可能

●操作パネルでストリップ長さ・深さ、圧着位置、タイミングの設定が可能、
　手動調整が不要

●圧着機として使用も可能

●圧力管理装置、手動アプリ交換装置、ストリップ検出などのオプションも
　取り揃えています。

Features

●Applicators of side and end-feed available

●Strip length, Strip depth, Crimp position and 
    timing programmable through operation panel

●Also usable as manual crimping machine

●Options available such as crimp force monitor, manual APL changer
    and strip error detector 

CSD01

片端ストリップ・片端圧着（沈み機構付）、ストリップ長パネル設定、切り込み深さパネル設定、ハーフストリップ、
端子圧着位置パネル設定、ステップ運転

型 　式
Model

機　　　　　　　能

Functions

能　　　　　　　力

電　　　　　　　源

圧 着 能 力

圧 縮 空 気

オ プ シ ョ ン

機 械 寸 法

電 線 サ イ ズ

電 線 切 断 長 さ

適用アプリケータ

スト リッ プ 長 さ

検 出 装 置

Capacity

Crimp capacity

圧 着 能 力
Crimp capacity

Power source

Compressed air

Dimensions

Options

Wire size

Wire cutting length

Strip lengthStrip length

Detectors

Applicable ａｐｐｌｉｃａｔor

片端ストリップ・圧着：１．５７秒/本

ＣＨＦＵＳ０．０８～ＡＶＳＳ２．０ｍ㎡ (ＡＷＧ#２８～#14)　ディスクリート、キャブタイヤ、ノンハロ電線

４０ｍｍ以上 （先出し長さ 最短２２mm以上）

エンドタイプ：ＡＥ３０/31、サイドタイプ：ＡＳ４０/４１/４２/４３、他社アプリケータ（コンバーションＫＩＴが必要です）

40mm or over (Cable Top-end length 22mm or more)

End type applicator:AE30/31, Side type applicator AS40/41/42/43, Other makers' applicators (conversion KIT)

0．０～７．０ｍｍ 
0.0～7.0mm 

空圧低下
Low air pressure

１９，６００Ｎ (２ＴＯＮ相当) 低騒音仕様  オプションＳＢＭ２５０Ｓ：２４，５００Ｎ （２．５ＴＯＮ相当）
19,600N (2.0TON equivalent ) Low Noise Press Option SBM250S : 24,500N (2.5TON equivalent)

単相  ＡＣ２００Ｖ±２０Ｖ  ５０/６０Ｈｚ  １０Ａ  圧着機 （LPC220S)  単相  ＡＣ１００Ｖ±１０Ｖ  50/60Hｚ  8A
Single phase  AC200V±20V  50/60Hz 10A  Crimp machine (LPC220S)  Single phase  AC100V±10V  50/60Hz  8A

０．５５Ｋｐａ （５ｋｇｆ/cm2）   約１0０ＮＬ/ｍｉｎ （清浄乾燥空気を使用して下さい）
0.55Mpa (5kgf/cm2)   approx 100NL/min (Use clean dry air)

４１０Ｗ×４３９Ｄ×３７５Ｈ   約１７３kg   ※作業台の寸法、重量は含まず
410W×439D×375H   approx 173kg   ※Excluded Dimensions and weight of worktable

CHFUS0.08～AVSS2.0mm2 ( AWG#28～#14)   Discrete wire,  cab-tyre cable, non-halogen cable

Single-end strip , Single-end crimp (Sink unit), Strip length, Strip depth, Single-end half strip,  Crimp positioning, Jogging

ストリップ検出装置（NSDE)、ストリップ屑検出装置、SBM250S（クリンプハイトパネル設定）、圧力管理装置、他社アプリコンバーションＫＩＴ、
表示灯、紙巻取機、手動アプリ交換装置、前面カバー、操作パネルスタンド、作業台（立ち作業、座り作業）

※仕様は予告なく変更す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 specification without any prior notice.
◆Proper grounding required

Strip error detector（NSDE), Strip chips detecting device, SBM250S(Crimp height),  Crimp force monitor, Other brand APL conversion KIT, Signal tower, 
Terminal paper winding device, Manual APL changer , Front safety cover, Operation panel stand, Work-table (for standing and sitting work)

Single-end stripping and crimping 1.57sec/pc

14，7００Ｎ (1.5ＴＯＮ相当)
14,700N (1.5TON equivalent ) 

単相  ＡＣ1００Ｖ±1０Ｖ  ５０/６０Ｈｚ  １5Ａ
Single phase  AC100V±10V  50/60Hz  15A

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

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

機 械 寸 法
Dimensions

371Ｗ×355Ｄ×433Ｈ  90kg

SCM専用
for SCM only

サーボ圧着機

SBM250S

Servo press

Adjustable strip length

87

SCM150SSCM150S
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STRIP CRIMPER STRIP CRIMPERストリップクリンパー

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

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

４TONプレスを搭載、0.75～5.0ｍｍ2の極太電線まで加工可能
オプション取り付けにより８ｍｍ2迄対応
4-ton servo press, heavy gauge electric wire 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
can be processed from 0.75 to 5.0mm2. 
8.00mm2 wire can also be bandled with optional attachments

手圧着作業であった松葉圧着を半自動化する事により
品質が向上
Improving quality of doubling process 
by semi-automatic instead of manual crimp

特長

●操作パネルでストリップ長さ・深さ、圧着位置、タイミングの設定が可能

●圧着機としての使用も可能

●圧力管理装置、手動アプリ交換装置、ストリップ検出（ＮＳＤＥ）などの
　オプションも取り揃えています

Features

●Set-up for Strip length, Strip depth, Crimp position and timing 
    is possible though Operation panel. 

●Also usable as manual crimp machine

●Preparing options such as crimp force monitor,                                       
    manual APL changer and strip error detector (NSDE) 

特長

●操作パネルでストリップ長さ・深さ、圧着位置、タイミングの設定が可能

●圧着機としての使用も可能

●圧力管理装置、手動アプリ交換装置などのオプションも  
   取り揃えています

Features

●Set-up for Strip length, Strip depth, Crimping position and 
    timing is possible through Operation panel 

●Also usable as manual crimp machine

●Preparing options, such as crimp force monitor and manual APL changer

CSD01-FM10CSD01-FM10
ストリップクリンパー

CSD01-MCSD01-M

CSD01ーFM10

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、ハーフストリップ、片端圧着（サーボ式沈み機構）、
圧着位置パネル設定、クリンプハイトパネル設定、ステップ運転

型 　式
Model

機　　　　　　　能

Functions

能　　　　　　　力

電　　　　　　　源

圧 着 能 力

圧 縮 空 気

オ プ シ ョ ン

機 械 寸 法

電 線 サ イ ズ

電 線 切 断 長 さ

適用アプリケータ

スト リッ プ 長 さ

切 り 込 み 深 さ

Capacity

Crimp capacity

Power source

Compressed air

Dimensions

Options

Wire size

Wire cutting length

Strip length

Strip depth

Applicable ａｐｐｌｉｃａｔor

片端ストリップ・圧着：１．７秒/本

０．７５～５．０ｍｍ² (ＡＷＧ#１８～#１０）　ディスクリート、キャプタイヤ、ノンハロ電線
 ※電線種類によりクランプツメ交換の場合がございます。　※８．０ｍｍ²対応は特注仕様

６０ｍｍ以上

Ｊ．Ａ．Ｍ．製アプリケーター　エンドタイプ：ＡＥ３０/３１、ＡＥ７０/７１ サイドタイプ：ＡＳ４０/４１、ＡＳ８０/８１

More than 60mm

J.A.M. Applicators  End-type : AE30/31, AE70/71  Side-type : AS40/41、  AS80/81

２．０～１６．０ｍｍ
2.0～16.0mm

最大調整量４．０ｍｍ （２００ステップ：１ステップ０．０２ｍｍ）　※プルバック機能有り
ストリップブレード　幅広タイプ（０．７５～２．０ｍｍ²まで共用、３．０、５．０、８．０ｍｍ²専用ブレード）
Max adjust 4.0mm (200-step :1 step:0.02mm) with pull back
Strip blades  Wide-open (Common for 0.75～2mm2, special blades for 3.0, 5.0, 8.0mm2 )

３９，２００Ｎ （４ＴＯＮ相当）   サーボ圧着機×１基
39,200N (4TON equivalent)    Servo press ×1 unit.

３相  ＡＣ２００Ｃ±２０Ｖ  ５０/６０Ｈｚ  ２０Ａ
3-phase   AC200V±20V  50/60Hz  20A

０．５５Ｋｐａ （５ｋｇｆ/cm2）   約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)

５７８Ｗ×７１６Ｄ×７１５Ｈ(本体:突起物含まず)   約２３２ｋｇ
578W×716D×715H   approx 232kg

0.75～5.0mm2 (AWG #18～10)  Discrete wire, Cabtyre cable, Halogen free wire 
※Depending on wire size, clamp finger change may be required.  ※8.0mm2  wires need special options　

Strip, Strip depth, Pull-back strip depth , Half strip, Single-end crimp (Sink unit), Crimp positioning, Crimp height, Jogging

端子有無検出、端子過負荷検出、紙巻き取り装置（端子垂らし機能付き）、複葉リールスタンド、ストリップミス検出装置（ＮＳＤＥ）、圧力管理装置、
搬送クランプ圧自動切替、表示灯、ストリップ屑ペール缶、プレス安全スイッチ、安全カバー、立ち作業台、2TONアプリケータ搭載パーツ（LPC420S専用）、等

※仕様は予告なく変更す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 specification without any prior notice.
◆Proper grounding required

Terminal presence, Terminal overload, Terminal paper winding device, Multi-combination reel stand, Strip error detector（NSDE), 
Crimp force monitor,Transport clamp pressure programmable change,  Signal tower, Trash box for strip chips, Press safety switch, 
Safety cover, Work table for standing and sitting, Parts for 2TON applicator(exclusive for LPC420S), etc

Strip and crimp 1.7sec/pc

CSD01ーM

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、ハーフストリップ、ストリップミス検出（ＮＳＤＥ）
片端圧着(沈み機構付）、 松葉圧着、圧着位置パネル設定、クリンプハイトパネル設定、ステップ運転

型 　式
Model

機　　　　　　　能

Functions

能　　　　　　　力

電　　　　　　　源

圧 着 能 力

圧 縮 空 気

オ プ シ ョ ン

機 械 寸 法

電 線 サ イ ズ

電 線 切 断 長 さ

適用アプリケータ

スト リッ プ 長 さ

切 り 込 み 深 さ

Capacity

Crimp capacity

Power source

Compressed air

Dimensions

Options

Wire size

Wire cutting length

Strip length

Strip depth

Applicable ａｐｐｌｉｃａｔor

松葉圧着　２．９秒/セット  （１，２４０セット/時）

０．３～２．０ｍｍ２ (ＡＷＧ#２２～#１４) 

２００ｍｍ以上

ＪＡＭ製アプリケーター  エンドタイプ：ＡＥ３０/３１、ＡＥ７０/７１  サイドタイプ：ＡＳ４０/４１、ＡＳ８０/８１

More than 200mm

J.A.M. Applicator  End-type:AE30/31, AE70/71,  Side-type:AS40/41, AS80/81

２．０～７．０ｍｍ 
2.0～7.0mm 

最大調整量　４．０ｍｍ （２００ステップ：１ステップ０．０２ｍｍ）　※プルバック機能有り
Max adjustment 4.0mm (200-step :1 step : 0.02mm) with pull-back

３９，２００Ｎ （４ＴＯＮ相当）   サーボ圧着機×１基
39,200N (4TON equivalent)   Servo press × 1 unit

３相  ＡＣ２００Ｃ±２０Ｖ  ５０/６０Ｈｚ  ２０Ａ
3-phase  AC200V±20V  50/60Hz  20A

０．５５Ｋｐａ （５ｋｇｆ/cm2）   約１0０ＮＬ/ｍｉｎ （清浄乾燥空気を使用して下さい）
0.55Mpa (5kgf/cm2)   Approx 100NL/min  (Use clean dry air)

８５０Ｗ×６５０Ｄ×１，７７０Ｈ （突起物を含まず）   約３８０ｋｇ
850W×650D×1,770H   approx 380kg

0.3～2.0mm2 (AWG #22～#14)  

Strip, Strip depth, Pull-back strip depth , Half strip, Strip error detector（NSDE) ,                                         
Crimp (Sink  mechanism), Double crimp, Crimp position , Crimp height, Jogging

端子有無検出、端子過負荷検出、紙巻き取り装置（端子垂らし機能付き）、複葉リールスタンド、 圧力管理装置、
搬送クランプ圧自動切替え、手動アプリ交換装置、表示灯、ストリップ屑ペール缶、プレス安全スイッチ、安全カバー、他

※仕様は予告なく変更す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 specification without any prior notice.
◆Proper grounding required

Terminal presence, Terminal over load, Terminal paper winding, End-side combination reel stand, Crimp force monitor, 
Transport clamp pressure programmable change, Manual APL changer, Signal tower, Dust box for strip chips, Press safety switch, Safety cover, etc

Double crimp  2.9sec/set (1,240set/hr)



SEMI AUTOMATIC SEAL AND CRIMPING MACHINE半自動防水圧着機

WHS2000WHS2000
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

●タッチパネルからストリップ長さ・切り込み深さ、シール挿入位置、圧着位置、
　圧着沈み量、タイミング等の各種設定が操作可能（多国語対応タッチパネル）

●他社アプリケータ用コンバーションキット、圧力管理装置、手動アプリ交換装置
　などのオプションが搭載可能

●不良品判定された電線を先端カットするチョッパー（オプション）

Features

●For strip length/depth, Seal insertion position, Crimp position/sink
    and timing at operation panel 
    (Multilingual touch panel)

●Preparing options such as crimp force monitor, manual APL changer
    and other brand APL conversion KIT

●Reject wire cut-off device available(Option)

WHS2000

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、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）、圧着（サーボ式沈み機構）、圧着位置パネル設定、良否選別排出、ステップ運転

型 　式
Model

機　　　　　　　能

Functions

能　　　　　　　力

電　　　　　　　源

圧 着 能 力

圧 縮 空 気

オ プ シ ョ ン

機 械 寸 法

電 線 サ イ ズ

電 線 切 断 長 さ

適 用 シ ー ル

スト リッ プ 長 さ

検 出 装 置

Capacity

Crimp capacity

Power source

Compressed air

Dimensions

Options

Wire size

Wire cutting length

Strip length

Detectors

Applicable seal

片端ストリップ・圧着：１．８秒／本　　     片端防水挿入圧着：２.１秒／本

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。　

８０ｍｍ以上

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）

More than 80mm

電 線 先 出し 長 さ
Tiplength

２９ｍｍ （２ｍｍ先端カット後、２７ｍｍ）
29mm (27mm after wire tip 2mm cut)

Round type seal (Outer diameter max φ10mm, Wire tip to bottom of seal 15mm or less)

２．０～７．０ｍｍ 
2.0～7.0mm 

ストリップミス、シール挿入、圧力低下
Strip error, Seal insertion error, Low air pressure

ＬＰＣ２２０Ｓ：１９,６００Ｎ （２．０ＴＯＮ相当）、  オプションＳＢＭ２５０Ｓ：２４，５００Ｎ （２．５ＴＯＮ相当）
19,600N : LPC220S (2.0TON equivalent),  Option SBN250S : 24,500N ( 2.5TON equivalent) 

３相  ＡＣ２００Ｃ±２０Ｖ  ５０/６０Ｈｚ  １０Ａ
3-phase  AC200V±20V  50/60Hz  10A

０．５５Ｋｐａ （５ｋｇｆ/cm2）   約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)

７００Ｗ×７００Ｄ×１，６００Ｈ (本体:突起物含まず)   約３６０ｋｇ
700W×700D×1,600H   approx 360kg

0.13～2.0mm2 (AWG #26～14)  ※Depending on the wire, replacement of the claw may be required  

Single-end strip, Strip depth, Pull-back strip depth, Half strip, Single-end seal insertion, Crimp (Sink unit for servo), 
Crimp positioning, Defective product selective discharge, Jogging

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、ＳＢＭ２５０Ｓ圧着機、
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

※仕様は予告なく変更す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 specification without any prior notice.
◆Proper grounding required

F-wire guide, Terminal paper winding device, Terminal presence, Terminal overload, Crimp force monitor, SBM250S,          
2-head APL changer, Reject wire cutter(chopper), Parts feeder, Drum feeder, Safety cover. 

Single-end strip and crimp:1.8sec/pc  Single-end seal insertion and crimp:2.1sec/pc 

TERMINAL CRIMPING MCHINE 

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

MCD250S MCD400SU

片端圧着、クリンプハイトパネル設定、ステップ運転 

型 　式
Model

機　　　　　　　能
Functions

圧 着 能 力

オ プ シ ョ ン

スト ロ ー ク 長 さ

電　　　　　　　源

機 械 寸 法

標 準 付 属 品

Crimp capacity

Options

Stroke length

Dimensions

Standard Accessories

Power source

２４，５００Ｎ （２．５ＴＯＮ相当）  サーボ圧着機×１基

３０ｍｍ (オプションにて４０ｍｍ対応）

３相  ＡＣ２００Ｖ±２０Ｖ  ５０/６０Ｈｚ  １０Ａ

30mm (Option:40mm setting possible)

3-phase  AC200V±20V   50/60Hz  10A

７２０Ｗ×７２０Ｄ×１，２４０Ｈ （突起物を含まず）   約２２５ｋｇ
720W×720D×1,240H   approx 225kg

７２０Ｗ×７２０Ｄ×１，３０５Ｈ （突起物を含まず）   約２４０ｋｇ
720W ×720D×1,305H   approx 240kg

サイド端子ガイド板、リールスタンド、フートスイッチ、ワンタッチベース、電源コード
Side type terminal guide, Reel stand, Foot switch, One touch base, Adapter, Power cord

Single-end crimp, Crimp height, Jogging

紙巻き取り装置（端子垂らし機能付き）、複葉リールスタンド、 エンド端子用ガイド板、圧力管理装置、プレス安全スイッチ、
マグネットＬＥＤライトスタンド、ストローク４０ｍｍ切替ユニット（MCD250S専用）、他

※仕様は予告なく変更す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 specification without any prior notice.
◆Proper grounding required

Terminal paper winding, End-side combination reel stand, Crimp force monitor, Press safety switch, 
LED light magnetic stand, 40mm stroke (MCD250S only), etc

特長

●クリンプハイトデータをパネルから設定・登録可能
    (３００データ)

●タッチパネルにて多国語対応                                           　
　（日本語・英語・中国語）

●４０mmストローク対応（オプション）

●圧着動作を多段階で可変 

Features

●Crimp height programmable through operation panel with data bank
    (up to 300)

●Multilingual touch panel.  (Japanese, English and Chinese)

●40mm stroke available(Option) 

●Programmable stroke speed

クリンピングマシン

MCD250S・MCD400SUMCD250S・MCD400SU

24,500N (2.5TON equivalent)  Servo press × 1 unit

３９，２００Ｎ （４．０ＴＯＮ相当）  サーボ圧着機×１基
39,200N (4.0TON equivalent)  Servo press × 1 unit

※写真にはオプションが装着されています
※Photo : Machine is equipped with options.
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OPTIONS掲載手動機オプション

ファイバーセンサによるストリップミス検出
（CSD01 オプション）

ストリップミス検出装置ストリップミス検出装置

Optical fiber sensor detect strip error
(CSD01 Option)

Strip error detector

圧着時のクリンパーへのダメージを軽減

オイルポットオイルポット

Reduces damege of APL crimper

Oil pot
クリンプハイトをタッチパネルから設定可能
クリンプハイトデータバンク登録
40mmストローク対応
（CSD01 オプション）

SBM250SSBM250S

Crimp height setting through Touch panel available.
Crimp height data can be registered at Bank Data.
40mm stroke support
(Option for CSD01)

サイド端子リール・エンド端子リール
兼用端子ガイドリールスタンド
Both end- and side-feed terminal reels set at same time

Servo press

作業の負担を軽減

LEDライトLEDライト

Reduces work burden

LED light

複葉リールスタンド複葉リールスタンド
Dual purpose reel stand

Crimp force monitor

Paper winding device

Workability improved reel change and interlayer paper setting in one 
process.
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APPLICATORアプリケーター

JACK専用
for JACK only

SCM専用
for SCM only

■For side-to-side feed terminal
■ Interchangeable between full automatic and 
manual crimp by changing feeding cam and cam 
lever
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