具有优良机能性、操作性、省空间性及高性价比的简易存储装置。
機能性 ·操作性 ·省スペース·コストパフォーマンスに優れた簡易ストッカー。
Simple stocker that provides excellent functionality, operability, space savings, and cost performance.

排列机〝A"

PALLET CHANGER "A"

● 输送带上装载了堆垛及拆垛单元的简易存储装置。

コンベアに段ばらしユニットと段積みユニットを搭載した簡易型ストッカーです。
Stocker sized for easy placement of detaching and stacking units along conveyors.

● 简单紧奏的设计,利用与输送带相同的空间,可长时间地存储更多的产品,

使工厂内达到节省空间的效果。
シンプルデザイン·コンパクト設計により、コンベアと同等のスペースで、より多くのワークを
長時間ストックすることを可能とし、工場内の省スペース化を図ります。
The simple, compact design allows stocking of numerous workpieces in the same space on the conveyor,
providing greater space savings inside plants.

● 不仅可作为排列机使用,也可作为单纯的输送带使用。

パレットチェンジャーとしての使用はもちろん、単純ベルトコンベアとしての使用も可能です。

Not only can the unit be used as a pallet changer, of course, it can also be used as a simple pallet conveyor.

● F-40及F-70作为标准物料箱使用,也可适用于形状较大及幅度较宽的产品。

拆垛单元 段ばら し ユニッ ト Separator Unit

標準コンテナとして、F-40·F-70に対応し、形状、大きさとも幅広い製品に使用可能です。

The standard container makes it compatible with the F-40 and F-70,
allowing it to be used with a wide range of products of different shapes and sizes.

专用操作盒
専用ペン ダン ト

Pendant type operation panel

※图片是用F-70 FA物料箱时的排列机。
写真はFAコンテナF-70仕様機です。

Photo shows the product with F-40 specification FA container.

MAIN SPECIFICATIONS
AC200V±10％·50/60Hz

常用气压 / 常用気圧
Air Pressure

0.49MPa

电源设备容量 / 電源設備容量
Electric Consumption

0.25kVA

耗气量 / エアー消費量
Air Consumption

8N /cycle

物料箱交换时间 / コンテナ交換時間
Container Replacement Period

F-40 7.6 sec

物料箱可搬重量 / コンテナ可搬重量
Maximum loading Weight of Container

7kg

一堆最大堆叠重量 / 1山最大段積重量
Maximum Stacking Weight

20kg

可用物料箱 / 使用コンテナ
Available Container Type

外形寸法図 OUTER DIMENSIONS

2000 2500 （输送带全长 コンベア全長）
340 415

9.6 sec

660 835

660 835

620 720（全宽 全幅）

340 415

(含物料箱重量 / コンテナ重量含む )
(Including the weight of container)
(含物料箱重量 / コンテナ重量含む )
(Including the weight of container)

相当F-40 / 类似F-40 / Similar to F-40 (L518×W344×H25~75mm)
相当F-70 / 类似F-70 / Similar to F-70 (L622×W417×H25~75mm)

最大堆叠高度 / 最大段積高さ
Maximum Stacking Height

560mm

外观尺寸 / 外観寸法
Overall Dimension

A-40 ( L2000×W620×H1359 )
A-70 ( L2500×W720×H1359 )

驱动方式 /駆動方式
Driving method

气缸+马达 / エアーシリンダ＋モーター
Air Cylinder + Motor

控制方式 /制御方式
Driving method

程控器+触摸显示器 / シーケンサ＋タッチパネル
sequencer+touchplay

堆垛单元
スタック
ユニット

堆垛单元
スタック
ユニット

停止中心

中心

★ 星精机械（上海）有限公司
上海市桂平路555号46栋208室
TEL：021-54234571
FAX：021-54234571

1359

F-70

■外形尺寸圖

1100~1500

主仕様

电源 / 電源
Power Source

高さ 高度

■主要参数

F.L
*外形尺寸图为A-40基本尺寸。
内表示A-70的尺寸。
図面はA-40です。
は、A-70の寸法を示します。
This drawing is for A-40. Figures in
show the sizes of A-70Ⅱ.

★ 星塔机械（深圳）有限公司
广东省深圳市宝安区沙井镇博岗松山西路6号
TEL：0755-27246653
FAX：0755-27246650

http://www.starseiki.cn
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