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FO―rrFルーターマシン

菓子盆カロエ

第 1工程

加工状態図

第2工程

加工状態図

グ

第3工程

加工状態図

オートヘッドルータ

ROA― JJ3
インバータ付高周波ルータ

ROA― r5′

能力寸法ROA-151

加工 rl能な木材の厚さ ――

ヘッド最大ストローク ーーーー

深さ決め ――――――――――――- 3段

主軸傾斜角度 ―――――――――左右各45°

主軸中′きよリフレーム迄 (スイング)‐ ――-725

定盤面積 ―――――――――- 9oo× 600

定盤上下ストロークーーーーーーーーー 200

定盤llH斜 角度 ―――――――――- 45°迄

モーター ー35Kw(高 周波モーター)インバータll

3,000 miilヽ20,000 mifl

能力寸法ROA‐151

200

120 葬
加工可能な木材の厚さ―

ヘッド最大ストロークーーー

定盤面積 ―――――――

定盤 ltB斜
―――――――

主軸回転数 ―――――

ベルト ーーーーーーー

モーター ーーーーーーーー

機械の全高 全巾 全奥イ子

―――――- 170

-― ―――――――――- 70

-― ――――-900× 600

-― ―――――- 45°

一‐20,00rl mlll・

―――-20× 2,235

--22Kw(2極
)

1560× 900× 1435

警

※ 弊社では常に製品の改良を心掛けておりますので、カタログ掲載の写真 仕様と納入製品が多少異なる場合もございます。あらかじめ御了承下さい
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独特のアイデアを生かした構造・特長

バランスのとれた本体

超高速回転の強力切削にも振動を生じないように

充分な補強リブを配した鋼性に富む単体鋳物製で

合理的な強度バランスにより安定性を備えた優美

な外観を有しています。

ヘッド冷却用ファン

モーター冷却用ファン

モーターは大型精密ボールベアリン

グを使用し、正確にダイナミックバラ

ンスをとった特殊専用モーターを装

備しています。

バランスを完全にとったモーターを使

用し、しかも本体に振動が伝わらない

ようモーターユニットマウンドシャフト

によリー点で装備してあります。その

支点は駆動ベルトのトラッキングエラ

ーを補正するアジャスト機構になって

います。

●主軸ヘッド

● テーブル昇降機構 ●ペダル機構
上下シレー摺動面はテーブル

の重量を中心で受けてスムー

ズな昇降が出来るような位置に

設置され、二重アリを使用しマ

ルハンドルにてべベルギアーを

介しテーブル位置を変えてもべ

ダル作動位置が変わらない機

構になつています。

モータープーリー等の高速回転部は、ジェットエンジ

ンのターボブレード等のバランスとりに使用されてい

るドイツ製シエンカーバランシングマシンによリーつ

一つ正確にバランスがとられております。

フレーキレバー

ベルトテンション
ハンドル

0

0モーター保持機構

高速回転に耐える超精密級ボールベアリング、自

動強制循環給油機構等あらゆる精密機構を備え、

しかも本体より簡単に取り外しが出来るように設計

されております。

モーターの回転力をスピンドルヘ伝達するために

ナイロンエンドレスベルトを使用しており、スピンドル

プーリー、モータープーリーに最適な状態で掛けられ

るように、あらゆる工夫が施されています。モーター

内部で発生した風がヘッドヘ導かれ冷却と切くずを

排除します。

衝撃振動に耐え

るよう堅牢に作ら

れた支点にはボー

ルベアリングを入

れて摩擦を減じて

おりますので軽快

な繰返し操作がで

きます。又、補助
ベダルによって任意の中間位置でストップできま

す。

0ハ ンドブレーキ

作業位置で最も操作しやすい位置に配置された

ブレーキハンドルを手前に引けば2.～3秒でスピン

ドルは停止し作業時間の有効な活用と安全性を

備えてお
`プ

ます。

C)テーブリレ
長年の使用にも狂いの生じない丈夫な鋳鉄を使

用し、表面は精密な研磨仕上げが施されておりま

す。

◆グリス式ヘッド

洟
猥

ベアリングにグリス密閉式を使用

した、グリス式ヘッドも製作してお

ります。
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本機は発売以来20,000台を越える驚異的な台数を全国の皆さまにご愛用して頂いております。多くの特許、

実用新案は弊社がモットーとする良心的な設計製作によるもので、30数年前のルーターマシンが現在も大活

躍していることからも性能のよさが実証されています。このようなご愛用実績がルーターマシンの“J庄圧rを
つくりあげました。海外では、北米、欧州、東南アジア等70数ヶ国で愛用されています。性能のすばらしさは海

外でも好評を博しており、輸出は上昇の一途をたどっています。

主軸は優良な鋼材を使用し、調質研磨が施されボールベア

リングは超精密級 (SP級)を使用し、保持器には高温に耐え

る燐青銅保持器を使用してお
`′

ます。給油は主軸の回転に

より特殊ランナーを回転させる自動強制循環給油方式を採

用し、高速回転にも一瞬の油膜を切らすことなく給油されます。

しかも潤滑油により転がり摩擦熱を吸収、放熱させ更に空気

により強制冷却を施すなど、高速回転に不可欠のスピンドル

機構を完全に備えております。スピンドルヘッドは一組のユ

ニットに成つており簡単に本体から取り外しができ、修理、交

換を容易にしております。30年前に製造され現在も稼動して

いる機械本体に新しいスピンドルヘッドがそのまま取付けら

れるようにスピンドル部分は規格化されています。また、最近

生産される機械は各部品が専用機およびNC工作機械によ

り加工されているのですべての部品に交換性があります。

0切抜き錐による切抜き、溝突、引廻作業

② 穿孔錐による穿孔作業

0座繰錐による座繰作業

0皿取錐による皿取作業

0面型錐による内側外側のあらゆる面取作業

0付刃型錐による内側外側の直線仕上げ作業

0付刃型錐 (底面加工用)による底面削り作業

0サイドカッターによる溝突、合ジャクリ、組子取作業

0アリトリ錐によるアリトリ作業

⑩ 面取錐、切抜き錐による彫刻作業、浮彫作業、引廻作業

0その他、定規・冶具(倣い型)を使用するあらゆる加工

RO¨ 116能力寸法 (単位 mm)

定盤より主軸迄の最大距離 ―――-195(G型220)

主車由中心よリフレーム迄 (スイング)― ――――――-670
定盤上下可動距離 ―――――――――- 95

主軸回転数

刃物ジャンク

´ヾルト ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 20×2230

モーター ーーーーーーーーーーーーー 5Kw(2極 )

基礎面積 ―――――――一一―一-1,060× 610

基礎ねじ孔ピッチ ーーーーーーーーーー970× 505
定盤面積 ――一―――――――――-810× 510

――――――――――――-20,000mi百 1  機械の全高・全巾。全奥行 ―――-1,450× 790× 1,455

12 総重量 ―――――――――――――――- 750kg

※ 弊社では常に製品の改良を心掛けておりますので、カタログ掲載の写真・仕様と納入製品が多少異なる場合もございます。あらかじめ御了承下さい。
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