
AURIGA シリーズ

Unit 1303 1304 1307 1307 XL オプション

コンタクト コンタクト コンタクト コンタクト

コントロール コントロール コントロール コントロール

ブリッジ 手動 手動 手動 手動

ロール材　定尺材 ロール材　定尺材 ロール材　定尺材 ロール材　定尺材

自動送り 自動送り 自動送り 自動送り

　最大6mm 　最大6mm 　最大6mm 　最大6mm

プレミーリング X  45 mm  45 mm  45 mm 60mm

グルー Glu Jet Glu Jet Glu Jet Glu Jet ペレットホッパー

3ローラー 3ローラー 3ローラー 3ローラー

　　第1ローラー 　　第1ローラー 　　第1ローラー 　　第1ローラー

エアジャンピング エアジャンピング エアジャンピング エアジャンピング

1モーター 1モーター 1モーター 2モーター 2モーター

最大45mm 最大45mm 最大45mm 最大60mm 最大60mm

エアチャンファー式 エアチャンファー式 エアチャンファー式 エアチャンファー式 エアチャンファー式

多機能　最大6mm 多機能　最大6mm 多機能　最大6mm 多機能　最大6mm 多機能　最大6mm

傾斜無 傾斜無 傾斜無 傾斜無 R+平+15°傾斜

ラウンドトリミング X X 45mm 45mm

スクレーパー 手動退避式 手動退避式 手動退避式 手動退避式 エアマチック

バフの代りに バフの代りに バフの代りに 標準

取付可能 取付可能 取付可能 ブローノズル付

バフィング 標準 標準 標準 標準

スプレー X X X * 入口と出口

機械寸法 1303 1304 1307 1307 XL

全長 3917 3917 4630 4930

重量 930 1055 1250 1420

送り速度

送り速度最大 10 10 10 10

加工寸法

最小パネル長さ 160 160 160 160

パネル厚 6 - 45 (60)* 6 - 45 (60)* 6 - 45 (60)* 6 - 60

縁材厚 0.4 - 3 (6)* 0.4 - 3 (6)* 0.4 - 3 (6)* 0.4 - 6

注意

* 仕様により異なります

・１モータのエンドカット装着時は、最小パネル長さは180～210mmです。（この数値は材質やパネル厚等の条件により変わります）

コントロール

エッジマガジン

プレッシャー

エンドカット

トリミング

ブローノズルグルーｽｸﾚｰﾊﾟｰ

・ラウンド使用時は、最小パネル長さは220mmです。



Unit 1308 1308 XL オプション

PPC 315 PPC 315

タッチスクリーン タッチスクリーン

ブリッジ 手動 手動 モーター式

ロール材　定尺材 ロール材　定尺材

自動送り 自動送り

最大6mm 最大6mm

プレミーリング 45mm 45mm 60mm

グルー Glu Jet Glu Jet ペレットホッパー

3ローラー 3ローラー

　　 　第1ローラー 　　 　第1ローラー

エアジャンピング エアジャンピング

2モーター 2モーター 2モーター

最大60mm 最大60mm 最大60mm

エアチャンファー式 エアチャンファー式 エアチャンファー式

多機能　最大6mm 多機能　最大6mm +MOTﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

R+平+15°傾斜 R+平+15°傾斜 エアマチック傾斜

ラウンドトリミング  60 mm 60mm

スクレーパー エアマチック エアマチック

バフの代りに 標準

取付可能 ブローノズル式

バフィング 標準 標準

スプレー X * 入口と出口

機械寸法 1308 1308 XL

全長 4630 4930 mm

重量 1250 1420 kg

送り速度

送り速度最大 10 10 m/min

加工寸法

最小パネル長さ 160 160 mm

パネル厚 6 - 60 6 - 60 mm

縁材厚 0.4 - 6 0.4 - 6 mm

注意

*
仕様とデザインは予告なく変更される場合があります。

・１モータのエンドカット装着時は、最小パネル長さは180～210mmです。（この数値は材質やパネル厚等の条件により変わります）

技術データはあくまでも参照です。また、モデルによりオプションが違いますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。

・ラウンド使用時は、最小パネル長さは220mmです。

* 仕様により異なります

コントロール

エッジマガジン

プレッシャー

エンドカット

トリミング

グルーｽｸﾚｰﾊﾟｰ ブローノズル


