
ハイスピード・バンドソー

食品産業に精通した高速かつ高性能なバンドソー

テクニカルデータ

・安定したモーター駆動は、ブレードを低振動に抑制、高い歩留りを実現 

・ハイスピードなブレードは、切断面を美しく仕上げ、生産量の向上が可能 

・振動の少ないテーブルとぶれの少ないブレードにより、高歩留りを実現

350 – 技術仕様– mm 
テーブルサイズ (固定) 　　　　　　　　　　　　 810 x 660mm 
テーブルサイズスライディング (固定ハーフ)　　　　                       911 x 385mm
テーブルサイズスライディング (動作ハーフ)　　　　                       450 x 330mm

動作トハーフラベル                                                451mm
カット高さ(最大)                                                320mm
カット幅(最大)                                                345mm
全体の高さ                                              1705mm
フロアエリア (ドア閉)                                      990 x 720mm
フロアテーブル高さ                                               910mm
刃の長さ                                              2578mm
刃の幅                                                  13mm
刃のスピード 27m/sec (5300 ft/min)
動力（標準） 1.5kW  (2HP) 3ph brake
電気供給 200–575v/50–60Hz
重量（nett weight) 142kg (313lbs)

400 – 技術仕様– mm 
テーブルサイズ (固定)                                    1056 x 892mm
テーブルサイズスライディング (固定ハーフ)　                              1056 x 409mm
テーブルサイズスライディング (動作ハーフ)　                                636 x 409mm

動作トハーフラベル                                                551mm
カット高さ(最大)                                                410mm
カット幅(最大)                                                400mm
全体の高さ                                              1920mm
フロアエリア (ドア閉)                                   1020 x 1155mm
フロアテーブル高さ                                                926mm
刃の長さ                                              3150mm
刃の幅                                                  16mm
刃のスピード 32m/sec (6100 ft/min)
動力（標準） 2.2kW (3HP) 3ph brake
動力（オプショナル） 3kW (4HP) 3ph brake
電気供給 200–575v/3ph/50–60Hz
重量（nett weight) 250kg (551lbs)

600 – 技術仕様– mm 
テーブルサイズ タイプ ‘A’ (固定)                                     1151 x 970mm
テーブルサイズ タイプ ‘B’ (固定)                                   1151 x 1188mm
テーブルサイズ タイプ ‘C’ (固定)                                   1151 x 1286mm
テーブルサイズ（スライディング）                                     1151 x 925mm
テーブルサイズ（ローラー）                                   1154 x 1556mm
カット高さ                                                490mm
カット幅                                                586mm
全体の高さ                                              2200mm
フロアエリア (ドア閉)                                  1200 x 1380mm
フロアテーブル高さ                                                955mm
刃の長さ                                              4400mm
刃の幅                                                  19mm
刃のスピード 30m/sec (6000 ft/min)
動力 7.5kW (10HP) 3ph brake
電気供給 200–575v/3ph/50–60Hz
重量（nett weight) 700kg (1543lbs)

900 – 技術仕様– mm 
テーブルサイズ (固定)                                   1502 x 1440mm
テーブルサイズ(スライディング)                                    1505 x 900mm
テーブルサイズ(ローラートップ）
(ステンレスローラー)                                  1644 x 1543mm
カット高さ(最大)                                                457mm
カット幅(最大)                                                914mm
全体の高さ                                              2045mm
フロアエリア (ドア閉)                                   2032 x 1554mm
フロアテーブル                                                933mm
刃の長さ                                              4461mm
刃の幅                                                  19mm
刃のスピード 29m/sec (5750ft/min)
動力（標準） (5.5 kW) 7.5 HP 3ph brake
電気供給 200–575v/3ph/50–60Hz
重量（nett weight) 575kg (1267lbs)

松戸本社　〒271-0092 千葉県松戸市松戸2302-9　
                TEL 047- 366 - 0123  FAX 047 - 365 - 7717

仙台支店　〒984-0038 仙台市若林区伊佐字白山前45　
                TEL 022- 390 - 6780  FAX 022 - 390 - 6782 

大阪支店　〒560-0036 大阪府豊中市蛍池西町2-13-7コーネルビル505室　
                TEL 06 - 6335 - 7733  FAX 06 - 6335 - 7744 

中村産業株式会社
www.nasco-jp.com



・固定式、半スライドテーブルもしくは完全スライド

   テーブルの使用が可能

・左右両ハンドル仕様

・オプションの’drop-in‘のテーブル変換は、半スライド

   テーブルを固定テーブル仕様に素早く切り換えます。

・赤の’Power on‘インディケーターで可視レベルを簡単に
コントロール

・アプリケーション増加の選択が可能、2.2KWもしくは
3KWのオプション

・最小メンテナンスのために柔軟性ある連絡で、パワフル
かつダイレクトなドライブを実現

・最小メンテナンスにおいて、ベアリングの寿命のため

   広範囲に密封

・高速な動作クイックリリース機構で、部分的な厚板を 
正確にコントロール

特長

食品産業に特化した世界が認める高性能バンドソー

350 400 600 900Marel社のバンドソーは、AEW Delford社として、
高性能なバンドソーのリーダーとして全世界で認
知されてきました。50年以上培われてきた経験に
より、そのバンドソーは、ワールドワイドに食品
用として見出されてきました。

殆どのモデルは、左右両方の手動方式で構成さ
れ、固定装備、ハーフスライド、フルスライド
もしくはテーブルトップのローラー等の使用が可
能です。バンドソーのイノベーティブなデザイン
は、パフォーマンスや信頼性を犠牲にしないで、
より簡単にコンベヤーと脱骨ラインの組み込みを
実現できます。高速なブレードと低振動なモータ
ーの動力は、マシン切断の歩留まり、精度、衛生
性、作業者の安全性の向上を意味しています。

作業の効率性

高速のブレードは、骨の破片やくずを出さず、
きれいに切断します。ブレードの誘導システム
と’turn to stop‘のテンション調整で、ぶれの少な
いブレードはより高い切断の歩留まりと生産向上
を可能にします。ブレードの交換は、テーブルト
ップもしくはガイドの取り外しをしないで行うこ
とがます。

耐久性ある構造

メインフレームは、精密に構成されています。全
てのドア、テーブル、構成パーツは耐性のある鋼
材を使用し、高品質なステンレスで製作されてい
ます。

車輪駆動は、精密に機械処理が行われ、メッキさ
れたニッケルを使用し、安定した静音を保証しま
す。また高品質なベヤリングを使って、低振動で
パワフルなTEFCモーターで動作されています。

衛生

メインフレームは、簡単な清掃のために、金属製
フラット枠で構成されています。

上部の機構、張力のある組み立て、ブレードのガ
イド、スクレイパー等は簡単に取り外し交換がで
きます。

安全強化

目視コントロール、上部と下部にある安全切り
換え、一体型な自動駆動モータードライブブレー
キ、安全性を考慮したエマージェンシーストップ
スイッチ、低振動レベル等は、作業者の負担を大
幅に軽減します。

食肉加工工場、スーパーマーケット、量販店など、 
一般的な加工アプリケーション用

量販食品工場、水産加工、大規模な食品業社など、
正確なポーショニングが要求される食肉ケーター
リング用

ポーク、ビーフ、仔牛の枝肉に高速、高

出力なプライマルカット

大型ビーフ、ポークの枝肉に精密な

プライマルカット

・固定式もしくは半スライドテーブルの使用が可能

・最小なメンテナンスのために、柔軟性ある連結で、 
パワフルかつダイレクトなモータードライブを実現

・赤の’Power on‘インディケーターで簡単に可視レベルを
コントロール

・左右両ハンドル仕様

・高速な動作、クイックリリース機構で、部分的な厚板を
正確にコントロール

・固定式、完全スライディングもしくはローラー 
トップテーブルの選択が可能

・左右両ハンドル仕様

・赤の’Power on‘インディケーターで可視レベルを 
簡単にコントロール

・自動スターデルタ起動

・フット式エマージェンシースナップスイッチ

・駆動車輪供給上にある円錐ろ軸受、極めて長い 
ベアリング寿命、簡単なメンテナンス

・組み立て式の下部駆動軸、ベアリング 
アッセンブリーは、簡単なオフラインメンテナンスの
ために、クイックリリースカートリッジを 
含む

・固定式、完全スライディング式、ローラー 
トップテーブルの選択が可能

・左右両ハンドル仕様

・赤の’Power on‘インディケーターで可視レベルを 
簡単にコントロール

・組み立て式の下部の駆動軸、ベアリング 
アッセンブリーは、簡単なオフライン 
メンテナンスのために、クイックリファレンス 
カートリッジを含む

・フット式エマージェンシーストップスイッチ

・自動スターデルタ起動

・モジュラー構成により、簡単にコンベヤー 
システムの組み込みが可能

特長 特長 特長


