ロータリーカフス整形機
Ｒｏｔａｒｙ Ｃｕｆｆｓ Ｃｒｅａｓｉｎｇ Ｐｒｅｓｓ

(4面／4Bucks）Model：CCP-4
(5面／5Bucks）Model：CCP-5

Model : CCP-4
○従来のプレス機でしょりできなかった、袖との縫い合わせ部分が中で折り込んでプレスできるため修
正アイロンが不要になり省力できます。
･The seam between sleeve and cuff can pressed with the cuff turned back. This eliminates the need to iron the
seam later, a feature unavailable with conventional presses.
○CCP-4、CCP-5は水冷式の冷却装置によりトップヒューズの接着が同時にできます。
･CCP-4, CCP-5 can do the gluing of the top fuse at the same time by yhe water-cooled cooling unit.
○カフスを差板にセットしスイッチを押すだけでプレス、カフス取出しががすべて自動で行われます。
･Simply positioning a cuff on the plate and pressing the switch automatically performs everything from pressing to removal.
○エアーと電気を巧みに組み合わせてあり、故障が少なく万が一の故障の場合も原因の発見対応が容易
です。
･Pneumatic and electrical power are skilfully combined for less machine trouble. Should any arise, it can be
located with ease.
○それぞれのコテに対応した自動温度調節器により正確な温度が得られます。
･A correct temperature is gotten by the automatic temperature controller which corresponded to each bucks.
○タンデムシリンダーを使用した強圧型もあります。
･There is a high pressure type which used a tandem cylinder, too.
○2,800枚／8時間の生産能力（CCP-4、CCP-5）
2,000枚／8時間（CCP-S、CCP-H)
･The productive capacity : It is 2,800 pieces / 8 hours (CCP-4,CCP-5),
2,000 pieces / 8 hours (CCP-S,CCP-H).

FOLDING MACHINE

仕様一覧表

Specifications

型式

MODEL ＣＣＰ－４（４ＴＮ－Ｈ）

コテ寸法
コテ数

BUCK SIZE ３２０×１００ｍｍ
BUCK QUANTITY ４

電気

ELECTRICAL

電圧

VOLTAGE

３相２００Ｖ ５０/６０Ｈｚ
３－Ｐｈａｓｅ３８０Ｖ ５０Ｈｚ

ＣＣＰ－５（５ＴＮ－Ｈ）

ＣＣＰ－Ｓ（１ＳＨ）

３２０×１００ｍｍ

３００×９０ｍｍ

ＣＣＰ－１（１Ｈ）
３００×９０ｍｍ

５

１

１

３相２００Ｖ ５０/６０Ｈｚ
３－Ｐｈａｓｅ３８０Ｖ ５０Ｈｚ

単相１００Ｖ ５０/６０Ｈｚ
単相１００Ｖ ５０/６０Ｈｚ
Ｓｉｎｇｌｅ－Ｐｈａｓｅ２２０Ｖ ５０Ｈｚ Ｓｉｎｇｌｅ－Ｐｈａｓｅ２２０Ｖ ５０Ｈｚ

ヒーター

HEATER ２．０ｋＷ

２．５ｋＷ

５００Ｗ

５００Ｗ

チラー

CHILLER ３３０/３７０Ｗ

３３０/３７０Ｗ

ーーー

ーーー

温度

TEMPERATURE

制御方式
制御範囲

CONTROL METHOD 全自動 Ｆｕｌｌｙ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ 全自動 Ｆｕｌｌｙ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ 全自動 Ｆｕｌｌｙ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ
CONTROL RANGE 室温～２００℃ Ｕｐ ｔｏ ２００℃ 室温～２００℃ Ｕｐ ｔｏ ２００℃ 室温～２００℃ Ｕｐ ｔｏ ２００℃

圧縮空気
常用圧力
総加圧力
単位加圧力
消費量

AIR
WORKING PRESSURE ０．５９ＭＰａ
TOTAL PRESSURE ４，８０２（９，２１２）Ｎ
UNIT PRESSURE ０．１５（０．２８７）ＭＰａ
CONSUMPTION １１４．９（１１６．２）

寸法/重量

全自動 Ｆｕｌｌｙ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ
室温～２００℃ Ｕｐ ｔｏ ２００℃

０．５９ＭＰａ
４，８０２（９，２１２）Ｎ

０．５９ＭＰａ
４，８０２（９，２１２）Ｎ

０．５９ＭＰａ
４，８０２（９，２１２）Ｎ

０．１５（０．２８７）ＭＰａ

０．１５（０．２８７）ＭＰａ

０．１５（０．２８７）ＭＰａ

１４６．１（１４７．４）

７．９（９．２）

６．９（７．９）

DIMENSION/WEIGHT

幅

WIDTH １，６４０ｍｍ

１，９７０ｍｍ

７４０ｍｍ

７４０ｍｍ

奥行

DEPTH １，１００ｍｍ

１，２４０ｍｍ

９８０ｍｍ

７８０ｍｍ

高さ

HEIGHT １，３５０（１，３８０）ｍｍ

１，３８０（１，４１０）ｍｍ

１，１５０ｍｍ

１，１５０ｍｍ

重量

WEIGHT ４８５（５２０）ｋｇ

５５０（５８０）ｋｇ

１３０（１３５）ｋｇ

１１０（１１５）ｋｇ

●このカタログの内容は、改良などに伴い変更することがあります。
●（ ）内は高圧型です。

●Contents of this brochure are subject to change because of improvements, etc. without notice.
●In ( ), it is a high pressure type.

業務用乾燥機/縫製工場機械/コインランドリー機器/クリーニング機械
ゴルフ場・厚生施設・病院・ホテル等洗濯、乾燥、プレス設備

エフティプレス

※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

代理店
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