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静電気関連製品

CFB

CFB-OR

TCFB

TCFB-OR

TCFB-RP

CFB-RP

セラミック誘電体素子を使用した除電電極です。長期間使用後も高いイオン生成
能力を保ちます。

一般標準用の除電電極です。

標準用CFBより小型の除電電極です。

エアパイプを取り付け、コンプレッサエアでイオンを遠くま
で運ぶ構造になっています。

耐熱性樹脂を採用し、使用環境100℃までの条件下で使用
できる除電電極です。

耐熱性樹脂を採用し、エアパイプを取り付け、コンプレッサ
エアでイオンを遠くまで運ぶ構造になっています。

補強パイプが丸型の除電電極です。（有効長1150㎜～
3000㎜）

補強パイプが角型の除電電極です。（有効長3000㎜以上）

PASシリーズに採用された安定化トランス（PAS-704、PAS-705は除く）は、除電電極や高電圧ケーブルの汚れから生ずる負荷変動によっ
て生ずる出力電圧の変動を安定化トランスの採用で解消しました。さらに異常放電を検出し、装置を停止する保護機能を標準装備し
（PAS-705は除く）、安全性を向上させました。

静電気関連製品

PAS-801AL2

PAS-801

PAS-802

PAS-703

PAS-710

PAS-704

PAS-705

　
35

100

30

20

30

330×230×140

280×192×140

400×312×180

280×192×140

250×205×110

150×110×263
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200～220V、
50または
60Hz

（切替可能）
100～110Vまたは
200～220V（切替
可能）、50/60Hz
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　型式
消費
電力
（VA）

保護回路 環境寸法（mm）
W×D×H

質量
（kg）

1次
電圧

2次
電圧
（kV）

有効長
（m）

高電圧
ケーブル
（m）

異常放電と出力変動を検知して装置を
停止。ランプ、ブザーによる警報表示

な　し

異常放電を検知して装置
を停止。ランプによる警報
表示

温度0～40℃、
湿度80％RH以下
（結露なきこと）

CFB

SCFB

ACFB

CFB-OR

CFB-RP

TCFB・TACFB

TCFB-OR

100～1100

100～1100

100～1100

1150～3000

3000以上

100～1100

1150～3000

除電電極 環境有効長（㎜）

静電気関連製品
静電気除去装置（イオナイザ）
バータイプ（AC）
防爆タイプ静電気除去装置（特殊防爆タイプ）
防爆タイプ静電気除去装置（耐圧／内圧防爆タイプ）
ガンタイプ（AC）
ファンタイプ（AC）
ノズルタイプ（AC）
バータイプ（DC）
ファンタイプ／ノズルタイプ（DC）
高密度除電処理システム（HDIS）
除塵装置

静電気帯電・除電装置

静電気測定機器
静電電位測定器
静電電位監視装置
電荷量測定器
静電界測定器
見まもるアース／知らせるアース

静電気帯電防止製品

コロナ・プラズマ表面処理装置
オプション
関連製品

印刷・製紙関連製品
印刷関連製品
計数マーキング装置
二枚刷防止器

製紙関連製品
計数マーキング装置

静電気応用機器
帯電装置
静電気微物採取器
ピンホール検出器

その他の製品
工業用ヒーター
除水機
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CONTENTS

バータイプ（AC）

●高電圧電源●　PASシリーズ

●除電電極●　（特許）

静電気除去装置（イオナイザ）
各種の工場で発生する静電気障害は、生産稼働率の低下を招き、また生産される製品の品質を損な
い、作業環境の悪化の原因にさえなっています。
コロナ放電による中和除電方式は、除電効果と安全性、耐久性などで最も信頼されており、より安全
で使いやすい製品を販売しております。
その特長、仕様、取り扱いなどをご検討の上ご採用ください。

PAS-801AL2 PAS-703 PAS-704 PAS-705

CFB

ACFB

TCFB

SCFB

TACFB

○○○-OR

○○○-RP

温度0～40℃、
湿度80％RH以下
（結露なきこと）

温度0～100℃、
湿度80％RH以下
（結露なきこと）100または200V（切替

可能）、50/60Hz
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LFA-03B2
◇耐圧、内圧による本格的な防爆構造に代わり開発された
特殊防爆構造の静電気除去装置です。
（防爆検定合格品）

◇高電圧発生部を除電電極部に内蔵した安全性の
高いバータイプです。エア併用や周波数可変
（ASIBS）により近距離から遠距離まで幅広く対応
できます。

ASIBLASIBS

◇本格的な防爆構造の静電気除去装置で、高電圧電源も
含め危険場所に設置が可能です。
（防爆検定合格品）

◇高電圧電源内蔵の横型コンパクト設計です。小型巻取機、印刷機、
カッタ等に組込み利用されています。（風量調整器・フィルタ付）
寸法：620×100×160（mm）
質量：8.7kg

※BLT、BLSには異常放電を検出して、装置を停止する保護装置を内蔵しています。

CSR

PAS-701S

03

◇超小型の高電圧電源をエアガンボディに内蔵した軽量のガン
タイプイオナイザです。重量バランスが良く、長時間の使用でも
疲れにくい設計です。電源、エア供給がGH-05Lは下部、
GH-05U は吊下げに便利な上部となっており、スパイラルエア
チューブ等のオプションを用意しております。

◇コンプレッサエアを一体型
高周波高電圧電源によるコロ
ナ放電でイオン化し、そのイオ
ン風をノズルにより照射、非接
触で中和し、除電します。（AC
アダプタオプション）
寸法：46×90×52（mm）
質量：約180g（本体のみ）

NIF-300

◇ノズルタイプで初
の電源スイッチを装
備（ACアダプタオプ
ション）し、動作ラン
プ採用により、極端な汚れ、異常放電、トランスの故
障をLED赤表示します。低消費エアで安定したイ
オンバランスを実現しました。
寸法：33×50×106（mm）
質量：約0.15kg

NIH-55

高電圧電源・耐圧防爆構造
寸法：390×390×355（mm）
質量：46kg

APS・APY

除電電極・内圧防爆構造

BLT-02

◇エア圧力を利用したノズル除電電極
で、除塵の目的にも使用できます。01は
コンプレッサエア用。02はブロワエア用。
寸法：35×61×94（mm）
質量：0.3kg

NI-01.02

◇ノズル電極を所用数エアパイプに取り
付けて、広巾物または特殊形状物の除

電除塵に用います。

ノズルヘッダ

◇除電と除塵を目的としたガンタイプです。
専用高電圧電源（594-MR）を使用します。

GI-04B

594-MR

◇超小型高周波高電圧電源を内蔵したノズ
ルタイプです。（ACアダプタ付）
寸法：35×61×94（mm）
質量：0.3kg

寸法：120×98×180（mm）
質量：4.8kg

NIH-22

◇高電圧電源と接続して使用します。横型、強
力送風設計です。大型機や高速、高帯電物の除
電に適しています。（風量調整器・フィルタ付）

◇高電圧電源を内蔵したDCタイプの
ファンタイプ静電気除去装置です。
（フィルタ付）

◇BLSはBLT-02と同型で、
長尺用に設計製作されています。BLTは強力タイプです。中
型機械への組込、人の出入口等のイオンエアカーテンに適し
ています。（風量調整器・フィルタ付）

BLL

FLD

BLT

BLS

LFA-05B

フランジ電極
◇樹脂ペレット等の輸送パイプライン
や、ホッパの出入口に設置できるフラン
ジ型でコンプレッサエアをイオン化して
送り込み、粉粒体の除電を行います。

GH-05L GH-05U

◇独自設計の風向板により、幅広で遠距離まで除電が可能です。

寸法：300×210×185（mm）　質量：約7kg（スタンド含む）
（LFA-03B2）

寸法：520×190×175（mm）　質量：約9.5kg（スタンド含む）
（LFA-05B）

ファンタイプ（AC）

防爆タイプ静電気除去装置（特殊防爆タイプ）

防爆タイプ静電気除去装置（耐圧／内圧防爆タイプ）

ガンタイプ（AC）

バータイプ（AC）

ノズルタイプ（AC）
EF-8
風圧制御器・
耐圧防爆構造

F8M
風圧検出器・
本質安全防爆構造
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プ採用により、極端な汚れ、異常放電、トランスの故
障をLED赤表示します。低消費エアで安定したイ
オンバランスを実現しました。
寸法：33×50×106（mm）
質量：約0.15kg

NIH-55

高電圧電源・耐圧防爆構造
寸法：390×390×355（mm）
質量：46kg

APS・APY

除電電極・内圧防爆構造

BLT-02

◇エア圧力を利用したノズル除電電極
で、除塵の目的にも使用できます。01は
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質量：0.3kg
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付けて、広巾物または特殊形状物の除
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GI-04B

594-MR
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質量：0.3kg
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力送風設計です。大型機や高速、高帯電物の除
電に適しています。（風量調整器・フィルタ付）
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◇BLSはBLT-02と同型で、
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型機械への組込、人の出入口等のイオンエアカーテンに適し
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BLL

FLD

BLT

BLS
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（LFA-05B）

ファンタイプ（AC）

防爆タイプ静電気除去装置（特殊防爆タイプ）

防爆タイプ静電気除去装置（耐圧／内圧防爆タイプ）

ガンタイプ（AC）

バータイプ（AC）

ノズルタイプ（AC）
EF-8
風圧制御器・
耐圧防爆構造

F8M
風圧検出器・
本質安全防爆構造
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KD-110SI

KD-740B

KD‐309L

KD‐320

KD‐309B

標準タイプ

極性切替タイプ

KD‐309LBS

KD‐309BS

警報出力付タイプ

AJB型

KD-750B

KD-750BB

◇小型、軽量で卓上作業での静電気除去に最適です。特にエアを使用せずにイオンを
遠くまで運べます。　（実用新案）
寸法：110×92×40（mm）　質量：約220g（ACアダプタ約220g）（KD-110/KD-110SI）
寸法：74×58×74（mm）　質量：約180g（ACアダプタ約220g）（KD-150W）

◇高電圧電源を
内蔵したバータイプ
除電電極から構成されて
います。高電圧ケーブルの配線
が不要になり、簡単でより安全に
設置することができます。

◇静電気除去装置や高密度除電処理システム
で、ほぼ完全な除電をすることで走行中の樹脂
フィルムの表面の微細なホコリ、チリの吸着力
を取り除き、高圧エアにて吹き飛ばす非接触タ
イプの除塵装置です。コーティング、蒸着、食品
包装などの前処理に広く使用されています。

KD-110 KD-150W

◇大型大風量ファン
により、フィルム、成
形品等高帯電物体
を近距離から遠距離
まで高速に除電が出
来ます。
寸法：236×90×280（mm）
質量：約2.5kg

KD-410

◇高電圧電源と除電電極から構成され、
除電電極内に付いているイオンセンサ
で正・負の放電電極針から発生するイオ
ン量を制御する機能の働きでイオンバ
ランスが良く除電性能が落ちることなく
常に最適な状態で除電ができます。
寸法：105×200×74（mm）
質量：約1.5kg

ND-503T

◇各種電子デバイスの製造、検査、アッセンブリ工程で、コンベヤ上や、作業台等の広いエリアにイオン
を照射して、帯電物体を除電します。イオンバランスだけでなく除電性能も自動コントロールするため
常に最適な状態で使用できます。（意匠・特許出願中）
寸法：171×640×90（mm）　質量：約3.6kg（IOH-02）
寸法：171×940×90（mm）　質量：約5.0kg（IOH-03）

◇超小型ファンタ
イプで、狭い場所
に設置が可能です。
クリーニングラン
プを装備し、清掃
時期をお知らせい
たします。
寸法：113×58×138（mm）
質量：約510g

IOH-02 IOH-03

◇送風ファンで正負イオ
ンを遠くまで移送して帯
電物体を除電するファン
タイプイオナイザです。
イオンバランスが良好で、クリーニングランプを
装備し、清掃時期をお知らせいたします。
KD-750BBはクリーニングブラシ付です。
寸法：178×60×183（mm）（KD-750B）
質量：約0.9kg（KD-750B）

KD-410B

JKDC型

KNT-01

◇馬毛、または白羊毛などのブラシを走行
物の表面に軽くあてて集塵し、除電を行い
ながら真空ブロワで吸い取ります。

KDC型

◇馬毛、または白羊毛などで製作した回転
ブラシを、正または逆回転させて走行フィル
ムなどの表面のホコリを巻き込み、除電を
行いながら真空ブロワで吸い取ります。

RKDC型

◇従来の除電技術を超えた、全く新しい
除電処理システムです。
これまで不可能とされていたスタティッ
クマーク等の帯電模様を除去し、素材を
高品質にします。特にフラットパネル向
け高機能フィルムや高密度フレキシブ
ル基板等の薄膜コーティングを必要と
する生産工程で多く使われております。
※プラスチック成形品に対応した製品
もございます。

◇高密度除電処理システムとの組
み合わせで使用する除塵装置で
す。高密度除電によって静電気が
完全除去された状態（スタティック・
フリー）になったプラスチックフィル
ム上の埃（微小パーティクル）を効
果的、効率的に取り除く非接触の除
塵装置です。

除電前

除電後●コンパクトタイプ●

オーバーヘッドイオナイザ

システム構成図

PKF

APKF

AIS-1型

（エアタイプ）

◇小型の高電圧電源（KD‐309シリーズ）と除電電極（KDBシリーズ）を組合わせて使用
するバータイプ静電気除去装置です。エアを使わずに除電できます。

KDB
標準タイプ

FKDB
スリムタイプ

CKDB
放電電極針交換タイプ

TCKDB
超耐熱タイプ

除塵装置

高密度除電処理システム（HDIS）（日本・米国・EPC 9ヶ国特許取得）バータイプ（DC）

ファンタイプ／ノズルタイプ（DC）

●イオンジェットクリーナ●

◇静電気の除去（除電）と異物の除去（除塵）を
同時に行い、集塵機を接続することでワークに
付着した異物を効率よく除塵、集塵を行うこと
が出来ます。従来からご好評のスピンノズル
を改良しブロワエアを利用することで、大風量
で除塵効率が格段に向上しました。
寸法：1503×832×1130（mm）
質量：約300kg

◇小型高電圧電源とイオン生成電極を一体化し、コロ
ナ放電によって生成されるイオンで静電気帯電および
静電気除去を切り替えて簡単に行うことができる静電
気帯電・除電装置です。乾電池で動作し、アースを接
続するだけで簡単に使用でき、帯電による密着、吸着、
除電装置の評価や教育用機器として最適です。
寸法：44φ×410（mm）
質量：580g

●イオンエース●

◇クリーンな環境へ入る際に使用するエアシャ
ワーでは、人体および衣服が帯電していると、微
粒子や比重の軽い物質が静電気力で付着して
いるので完全なホコリの除去はできません。こ
の場合、イオンエアを浴びることで帯電電位を
ゼロ状態にすることができ、除塵効果を高める
ことができます。既設のエアシャワーに組み込
みが可能です。

●ジェットイオンシャワー●

●固定ブラシ方式●

●回転ブラシ方式●

●高密度クリーナ（HDIC）●

クリーンルーム用

直流除電
交流除電

交流除電

フィルム等

イオン吸引電極

除電ゲート

電源装置

静電気
測定器

電源

（除塵装置）

静電気帯電・除電装置

●高電圧電源内蔵タイプ●

◇既設の紙揃えファンに簡単に取付可能な省スペー
スDCタイプ静電気除去装置です。印刷のプロセス
にあたる排紙部に、
理想的なイオンゾー
ンを生成することで
印刷用紙が常に電
位バランスを保った
状態を維持しスムー
ズな排紙の流れが
可能になります。
（特許）

KDF

●除電電極●　特殊タイプ
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KSR-1201

KSR-1001

静電気測定機器
静電気の帯電によって起こる、あらゆる障害・災害や生産ラインでのトラブルの解消、品質の維持・向
上には充分な静電気対策が要求されます。
そのためには静電気がどこに、どの程度発生し、帯電しているかを把握することが大切です。

◇危険雰囲気での測定ができる、本質安全防爆構造
の測定器です。小型で生産現場等の狭い場所でも簡
単に使えるデジタル表示のハンディタイプ測定器で
す。（測定範囲：±0.1～19.9kV）
（防爆検定合格品）
寸法：158×95×34（mm）
質量：約520g（乾電池含む）

◇摩擦や剥離帯電等で起きる静電現象を非接
触で高精度に検出し（レンジ切替機能付）、その
電位のピークホールド測定ができるスポッ
トエリアのデジタル低電位測定器です。
（測定範囲：Highレンジ ±1～5000V

Lowレンジ ±0.1～500V）
寸法：121×70×22（mm）
質量：約230g（プローブ、乾電池含む）

◇モニタプレートに1kVの電圧を印加
し、除電効果あるいはイオンバランスを
測定します。
寸法：127×70×22（mm）
質量：約200g（乾電池含む）

◇再現性に乏しい静電気測定の実体に合わせた設計の高機能
測定器です。超音波センサ内蔵により正確な距離で高精度の測
定が可能。連続測定中でも、数値をストップさせ、読み取り可能。
測定対象物、帯電の大きさに合わせ測定レンジ切替可能。
KSD-2000は、プローブがセパレートタイプ。（測定範囲：High
レンジ ±0.1kV～50kV、Lowレンジ ±0.01kV～20kV）
寸法：本体 121×70×22（mm）、プローブ 137×20×20（mm）（KSD-
2000のみ）
質量：KSD-1000 約170g（乾電池含む）、KSD-2000 約270g（プ
ローブ、乾電池含む）

◇タッチパネルを採用した監視装置で、静電気
の発生状況をリアルタイムで測定し、設定値を
超えるとアラーム表示、出力します。最大2チャ
ンネルの電位センサに対応し、組合せにより危
険場所に設置することが出来ます。SDカード
対応で、記録データをPCで編集可能です。
寸法：205×104×221（mm）　　質量：約3kg

ワイド電位センサ◇測定レンジ（±20kV
または±2kV）に対して0～±5Vのアナログ信号を出力しま
す。プラスチック・フィルムなどの高帯電物体から液晶パネ
ル、電子基板などの微弱帯電物体の静電気計測まで幅広い
アプリケーションに対応します。
真空対応品もあります。
寸法：83×18×20（mm）　　質量：約100g（ケーブル含まず）

◇ファラデーケージ法による静電
電荷量測定器です。NK-1001A
またはNK-1002Aと組合わせて
使用します。
寸法：310×180×160（mm）
質量：約4.2kg

◇絶縁物に薄く塗布することに
より、品質を損なわずに静電気
の帯電を防ぎます（スプレータ
イプと液状タイプあり）。〔国内
販売のみ〕

◇自己放電式静電気除去装置
です。用途に合わせ各種取り揃
えております。

クーロンメータ
◇摩擦や剥離によって
もたらされる電子デバイ
スの放電電荷量を高精度
で計測する測定器です。

（測定範囲：±0.01～99.99nC・NK-1001A）±1～9999nC・NK-1002A
寸法：121×70×22（mm）
質量：約230g（プローブ、乾電池含む）

人体電位測定器◇電子デバイスの製
造、検査、アッセンブリ工程で、作業中の
人間の電位を高精度で計測する測定器
です。
（測定範囲：±0.1～999.9V）
寸法：121×70×22（mm）
質量：約270g（プローブ、乾電池含む）

◇上記人体電位測定器において測定範
囲を±0.01kV～±10.00kVまで可能に
したタイプです。
（測定範囲：±0.01～10kV）
寸法：121×70×22（mm）
質量：約350g（プローブ、乾電池含む）

大気イオンモニタ◇現在の静電気対策に不可欠
なイオナイザの性能を高い精度で測定すること
ができます。従来のチャージプレートモニタでは
測定が困難であった、生産設備内等の狭い場所
に設置したイオナイザの評価が簡単に行えます。

（表示範囲：±0.1～1999.9V ）0.01～99.99sec
寸法：197×100×47（mm）
質量：約600g（プローブ、乾電池含む）

静電気帯電防止製品

KSD-0110 KS-2100

◇発生する静電気をリアルタイムでモニタリングし、その測定
データを保存、収集、解析することができるマルチチャンネル
の静電電位監視装置です。静電気の測定管理を徹底し、それ
を基に静電気対策を講ずることで、生産の高効率化、高品質
化を実現させます。
電位センサは本質安全防爆構造ですので
危険場所に設置することができます。
（防爆検定合格品）
寸法：346×286×212（mm）
質量：約12.5kg

◇1台の制御器で最大2chのワイド電位センサ（KS-2100）
を接続することができますので、安価に静電電位監視システ
ムが構築できます。
寸法：196×105×118（mm）　　質量：約0.6kg（表示部のみ）

KSD-0120

ファラデーケージ

ECS-004
C2型EIM-P-001

KSD-0108

KSD-3000

KSD-4100

KSD-4000

KSD-0201 NK-7001

KSD-1000

KSD-2000

静電電位監視装置

電荷量測定器

見まもるアース／知らせるアース

静電電位測定器

●イオライザー● ●チャージレス●

●チャージプレートモニタ●

NK-1002A

NK-1001A

◇静電気による火災事故の着火減の70%以上が火花放電で
あり、その発生原因の多くが、設備・容器・治具等の接地忘れ
や接地不良です。本装置は本質安全防爆構造で危険場所に
設置でき、専用接続器具で設備や容器を接地すると共に、接
地されていることをお知らせいたします。
見まもるアース（ECS-004）はLEDの点灯で確認でき、知ら
せるアース（EIM-P-001）は外部接点で確認できます。
（防爆検定合格品）
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コロナ・プラズマ表面処理装置コロナ・プラズマ表面処理装置

1.親水性の向上
2.接着性の向上
3.印刷性の向上
4.コーティング特性の向上
5.蒸着特性の向上
6.表面油分の除去
7.有機物の分解
8.樹脂添加剤の表面ブリードの促進

コロナ・プラズマ表面処理装置

オプション

●エアプラズマ● ●リアルプラズマ●

●フレーム処理装置（火炎処理）● ●オゾン表面処理装置●

1型電極 3型電極 5型電極

●電極●

●速度追従装置●

●遠隔操作盤●

●オゾン除去装置●

●放電監視装置● ●高電圧切換ボックス●

●ワット密度コントローラ●

●弱処理及び低速
マシン用、放電幅
可変型…フィルム
幅変更に伴う放電
幅を可変できます。

●成形品の形状及
び内面・外面の処
理内容により選択
し、速度によって
個数を決めます。

●強処理及び中・高速マシン用、放電幅
固定型…マシン速度及び処理の強さに
より電極放電部の面積が変わります。

●主に導電性フィルム、金属（アルミ箔、
銅箔等）、金属複合材等の処理に使用し
ます。

ステンレス1型 アルミ3型 アルミ5型 クォーツ／セラミック ロール ワイヤ

その他

コロナ・プラズマ表面処理装置は、合成樹脂、紙、金属箔などの表面を高周波、高電圧の
放電照射により、化学的・物理的に改質する装置です。
放電により表面改質されたものは、下記のような特性が得られます。

1KW～40KW

出力ケーブル 

アース線

高電圧ケーブル 

○製作範囲 ・最大処理幅：10m
 ・最大速度：1000m/min
 ・最大電源容量：40kw（標準）
 ・製品対象物：樹脂、金属、紙等

フィルムなどの被処理物に放電を照射するた
めの装置です。
電極、処理ロール、ロール回転検出装置など
から成り立っており、安全性と作業性に優れ
た設計になっております。
その他、オプションとして電極開閉装置、ギャ
ップ調整装置などを用意しております。

TEC-4AX

●簡易型卓上表面処理装置●●高周波電源●

使用ガス例：チッソ、アルゴン、ヘリウム等　※詳細はホームページを参照して下さい。

プラズマ状エアをダイレクトに吹き
付けることにより、複雑形状の処理
に最適。

放電周囲の気体を高周波高電圧に
より励起し電離気体を熱的ダメージ
無く処理物に照射。

●大気圧プラズマ●

◇処理基材が走行するロールで放電が均
一かつ安定的に行える性能を有し、電極に
対し一定の距離に設置されるロールで、使
用される電極の種類によって、誘電体ライ
ニングのものと金属のものを選定して使用
します。誘電体ライニングの材質はセラミ
ック、シリコンゴム、EPTゴム、ハイパロン
ゴムなどを使用します。

●処理ロール●
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WA-7

TMX-17RTMX-17

MM-6401

印刷・製紙関連製品

◇印刷機に取り付けて二枚以上の重ね送りの用紙を、光電式検知器で監視し、警告または機械停止用信号を
出します。
◇自動タイミングで扱いやすい小型器です。
寸法：140×86×90（mm）
質量：約1.5kg

排紙部の設置位置に合わせるため、テープ排出位置を2種類用意しております。

印刷工場、製紙工場での生産効率の改善には、数量管理が不可欠です。
過剰生産による資材のムダ、納品不足による追加生産などが、生産コストを大きく引き上げてしまいます。

小型から大型印刷機まで対応できるコンパクトでシンプル設計の計数マーキング装置です。
カウンタはMM-6401、マーカーはTMX-17、TMX-17Rがあります。
組み合わせにより、多様なニーズに対応します。
枚葉印刷機のみならず紙折機や検査装置などにも対応できます。

◇リームマーカー、サイドマーカー、
バックマーカーを用意し、それぞれ
の工程にマッチしたものを選定して
いただけます。

製紙用カッティングマシンの断裁数のカウントやチェック
マーキングに使われます。反射型センサにより断裁数を検
出し、計数制御装置でカウントし、任意の設定数で自動速度
補正し、マーカーでテープを挿入します。

高速コンベヤと低速
コンベヤの間に挿入
します。

レーボーイの背部より挿入します。

レーボーイの側部よ
り挿入します。

◇断裁紙の枚数をカウントし設定枚数毎にテープを挿入します。
各種マーカーに対応し最大3台を制御できます。カウント表示、
リーム数表示、紙抜き補正が可能です。

印刷関連製品

計数マーキング装置　【MARK PET】

製紙関連製品

計数マーキング装置　（特許）

二枚刷防止器
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●製紙マーカー用カウンタ●

ES-13IP
RM-38IP

EB-13CIP

EB-13CIP

RM-38IP
ES-13IP

M

TMX-17 TMX-17R

オプション：フリーアーム
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その他の製品静電気応用機器

◇本製品は、0～－20kVの任意の直流高電
圧を発生する高電圧電源部とその直流高電
圧を電極部に供給する高電圧ケーブル、物
体に高電圧を印加させる電極部より構成さ
れています。
KTK-125は、電極部と接地電極（マンドレル
など）間の絶縁抵抗差で生じる放電パルスを
検出し、電気信号として処理し制御出力信号
を発生するピンホール検出装置です。
KTK-2002Nは、幅広フィルム（最大
2000mm）等の穴あきを検出することが出
来るピンホール検出装置です。

KTK-125KTK-2002N

静電気応用機器 その他の製品

工業用ヒーター

除水機　（特許）

スペースヒーター

WCX-400T WCZ-400B

バンドヒーター

◇滅菌処理や水洗い工程において、商品の表面の水滴を
ジェットエアで吹き飛ばし除水し、乾燥時間を短縮させます。
ジェットエアノズルにはエア圧力によって自ら高速回転するス
ピンノズルを採用し除水効果を著しく向上させ、さらに除水
時間を短縮させました。

◇シーズヒーターを熱源として、アルミ、
真鍮などの良好な材料に鋳込まれ、加熱
部にフィットする加工品です。

◇全体が小型軽量にできています。
◇使用ヒーターは安全と耐久性を考え、
シーズヒーターを渦巻き状にしたもの
を使用し、材質はインコロイ材を使用し
ています。
◇各機種とも温度調節機能があります。
◇最高吐出温度（出口）200℃

 型式 電 気 容 量
 SR-3 200V 3相 4.5kW
 SR-6 200V 3相 9.5kW
 SR-9 200V 3相 13.5kW
 SR-12 200V 3相 18.0kW

◇パイプ状の一端からリード線または
端子を引き出した形状のヒーターです。
ステンレス、銅、真鍮などがあります。

◇マイカ板で絶縁された発熱体を金
属板で被覆したものです。容量はヒー
ターの大きさにより設計します。

帯電装置

WCX-400T

●小型熱風発生機●

●投込みヒーター●

●遠赤外線ヒーター● ●セラミックヒーター● ●ユニットヒーター●

●鋳込ヒーター●

●カートリッジヒーター●

●バンドヒーター●

●スペースヒーター●

ピンホール検出器
◇直流高電圧電源と帯電電極によるコロナ
放電で生成されるイオンを専用シートに照
射させ、微物を吸着採取する携帯用の静電
気帯電・除電システムです。（特許）
寸法：44φ×410（mm）
質量：500g

静電気微物採取器

JPK-3

警察庁特注品

◇直流高電圧電源と帯電電極の組み合わせで使用するコロナ放電によるイオン照射方式の帯電装置です。ラミネーション、保護フィルムの貼付、製品
の固定など一般産業における帯電密着のアプリケーションは多岐にわたり、適切な利用により大幅な品質改善、生産性向上が見込めます。春日電機で
はお客様のアプリケーション（帯電対象物の材質、幅、スピード等）にあった最適な高電圧電源、帯電電極を選定し、長年に亘り蓄積された設置ノウハウ
により取付方法、設置場所等のアドバイスもさせていただきます。

SDHシリーズ

帯電電極

KTK-125PST-2005N

ワインダのロール切替
（フィルムの帯電巻付）

フィルムの貼合わせ 保護フィルムの貼付
SHOR HOR-RP HDM

●ピンニング装置● ●エッジピンニング装置●

◇Tダイから押し出された溶融樹脂を回転冷却ド
ラムに静電気的に密着させ、均一で小気泡（ピン
ニング・バブル）の無いシートを得るのに使用さ
れる樹脂帯電密着システムです。ワイヤ電極シ
ステムとバンド電極システムを用意し仕様に合わ
せてご提案いたします。また、設定したピンニン
グポジションを自動的に再現し、再始動時のセッ
ティング時間を大幅に短縮させる自動位置決定
装置もオプションにてご提供いたします。

◇溶融樹脂のエッジ部分に静電
気を与え冷却ロールに静電吸
着させるシステムです。直流高
電圧を発生する高電圧電源と
イオンを発生して静電気を付与
する帯電電極及び両者を結ぶ
高電圧ケーブルで構成され、帯
電電極は左右２ヶ所一対で使用
します。

●エレクトレット装置●

◇不織布、高分子素材などをエレクト
レット化する装置です。メインユニット
は高電圧電源と特殊印加電極および
温調ロールで構成され、それらの相互
コントロールで電荷をエネルギー的に
深い状態にトラップし、半永久的に電
気分極を保持させます。主なアプリケ
ーションとして不織布のエレクトレット
化があり、これにより微粒子を持続的・
効率的に電気吸着させることができ、
フィルタの捕集効率を向上させます。
研究開発用機器からアンワインダー、
リワインダー付のトータル・アウトライ
ン加工設備としてのエレクトレット製造
装置もご提供しております。

寸法：1000×710×1355（mm）
質量：約300kg

WCX-200T
寸法：1000×510×1355（mm）
質量：約170kg

WCZ-400
寸法：1300×810×1505（mm）
質量：約300kg

WCZ-400B（防音ボックス付）
寸法：1300×992×1505（mm）
質量：約350kg
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製品案内

■販売店

☆仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
☆このリーフレットは再生紙を使用しております。

春日電機株式会社は国際的な
品質マネジメントシステム（ISO9001）及び
環境マネジメントシステム（ISO14001）の
認証を取得しています。

ISO
ISO 14001
JQA-EM4996
本社工場

ISO 9001
JQA-3151
本社工場

20201201NM https://www.ekasuga.co.jp/ E-mail:info@ekasuga.co.jp

営 業 本 部
関西営業部

仙台営業所
新潟営業所
北関東営業所
中部営業所
広島営業所
福岡営業所

〒212-0032
〒577-0012

〒980-0011
〒940-0097
〒362-0072
〒452-0814
〒733-0005
〒812-0042

川崎市幸区新川崎2-4
東大阪市長田東3-1-12

仙台市青葉区上杉2-1-10
長岡市山田2-2-30
上尾市中妻2-18-4
名古屋市西区南川町235
広島市西区三滝町22-14
福岡市博多区豊1-1-22

1044-580-3511
106-6747-8800

1022-380-8021
10258-39-3391
1048-779-1111
1052-502-7500
1082-509-5190
1092-411-0411

製品案内

■販売店

☆仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
☆このリーフレットは再生紙を使用しております。

春日電機株式会社は国際的な
品質マネジメントシステム（ISO9001）及び
環境マネジメントシステム（ISO14001）の
認証を取得しています。

ISO
ISO 14001
JQA-EM4996
本社工場

ISO 9001
JQA-3151
本社工場

20201201NM https://www.ekasuga.co.jp/ E-mail:info@ekasuga.co.jp

営 業 本 部
関西営業部

仙台営業所
新潟営業所
北関東営業所
中部営業所
広島営業所
福岡営業所

〒212-0032
〒577-0012

〒980-0011
〒940-0097
〒362-0072
〒452-0814
〒733-0005
〒812-0042

川崎市幸区新川崎2-4
東大阪市長田東3-1-12

仙台市青葉区上杉2-1-10
長岡市山田2-2-30
上尾市中妻2-18-4
名古屋市西区南川町235
広島市西区三滝町22-14
福岡市博多区豊1-1-22

1044-580-3511
106-6747-8800

1022-380-8021
10258-39-3391
1048-779-1111
1052-502-7500
1082-509-5190
1092-411-0411


